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LA REVUO ORIENTA
■ .1 ——————— _ , ■ —.   - L・一一Tridek jarojn travivisEsperantista movado en Japanujo.

30 jaroj pasis de post kiam Japana Esperantista Asocio, la unua centra organizo 
de Esp. movado en nia lando, fondiĝis la 12-an de junio, 1906.

Kompreneble antaŭ ĝia fondiĝo estis esperantlingvanoj en nia lando sed ne ekzistis 
forta centro de V propaganda laboro.

Dum kelkaj monatoj la nombro de la membroj de V Asocio kreskis ĝis kelkcent. 
Sed multaj anoj lernis Esp. nur pro scivolemo. Al ili mankis bonaj libroj・

Unu jaron poste jam la ĝenerala publiko forgesis Esp-on, kaj eĉ multaj adeptoj 
komencis perdi sian ardon al ĝi.

Post la mondmilito internaciismo favoris nian mavadon sur la terglobo. Esp. movado 
en nia lando ankaŭ ekvigliĝis.

Sed oni ne povas meti novan vinon en malnovan vazon. Ĝis tiam la Asocio nur 
inerte funkciis, sed la propaganda laboro ne estis ĉe Ia Asocio kaj estis nur en la manoj 
de kelkaj fervoruloj. Reformo aŭ rekonstruo jam ne estis evitebla.

Definitive Japana Esperanto-Inst让uto, nia nuna centro de Esp. movado, estis organizita 
en la fino de la jaro 1919-a. La tuta membraro de J. E. A. transiĝis al J. E. I.

De 1919 ĝis nun J. E. I. agadis kie! la sola centro kaj ne nur propagandis Esp. sed 
ankaŭ eldonis ĉiumonatan organon kaj aliajn lernilojn. Dankĵ al nia Inst计uto nia movado 
sufiĉe prosperis kaj prosperas.

〇kaze de la tridekjara datreveno de la ekfloro de esperantista movado en nia lando,, 
lu redakcio petis niajn malnovajn veteranojn skribi rememorojn pri sia esperantista 
vivo, kiuj nepre donos al ni multe da instruoj rilate al la propaganda laboro. Ni tre 
bedaŭraske ni ne povas publikigi ilin en Esperanto pro manko de spaco kaj mono, por 
internacie vaste konigi la valorajn artikolojn.

日本エスペラント運動の回顧

我 邦に組織的エスペラント運動が發生してから正に30年の谡月が流4した。過去30年は 

決して坦々たる大道ではなかった。荊辣にとんだけはしい坂道であった。咋日も今日も 

そうであった。明日もまたそうであろう。

この30年を仏顧する每に，我々はこの荊棘の坂道をこえて絶えず我エス連動に聖火をもち・ 

つづけてきた古い同志の事，今は連動の第・線から退かれたにしても嘗ては第一線に花々しく 

活躍された同志の班,さては旣に地】、•にねむるが生前聖戰に雄々しく戰はれた同志の事をおも, 

ひだして敬虔の念にうたれる。
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我々はここに記念すべき30周年をむかへて我聖戰のveteranoj逹に30年前の追億をきき 

我々の今後の運動に資したいと思ひ本誌わ第二ユ灘記念蜩阳にあたり之等veteranojの洎憶議 

を赢載することとした所以はここにあるのである。•

我々は之等老戰士の追憶談を單に興味ある苦話とのみ聞いてはならない。之等の生きた,な 

まなまい、腔驗談が,無數の敎訓と示唆を含むことをわすれてはならない。これあるが故に， 

本誌の轻輯としたのである。老人の骨堇いじりと考へてはならない。

例へば，これらの全篇を通じてみられることは，如何に新聞雜誌の記事が多くの人々にエス 

ペラントといふことを敎へたかといふ事，初めは好奇心や人まねや物好から學習し始めたが遂 

に切ってもきれぬ深い緣となってしまったこと,自身は餘り熱心でなカゝったがそれが周圍に大 

きな影轉を與へた人々の事等々,その他,數限りなくいろいろの材料がこれらの追憶談から汲 

み出せることを忘れてはならない。

世人日く「歷史は繰返す」と。30年曲の我々先輩が苦心したと同じ苦心を30年後の我々も 

することが多い。30年前と30年後とに於て我々のエスペラントは質において,長足の進步を 

とげてゐる。併し伍がちがってゐるにして*”やはり我々は先人の苦しみと似かよった苦しみ 

をなめさせられることが多い。先輩の追憶談をよむ每に特にこの感が深い。

この意如に於てこの特瞬號が將來のエス運動にだっさはる我々に大きな示唆を與へることを 

のぞむ次第である。

猶本特輯は古い材料の散佚をふせぐ意味をこめて特に古い時代の事に主力ををき主として工 

ス語發表の時（明治20年）力、ら大正8年末我が日本エス學會の誕生までにエスベランチス 

トとなして活躍された方々の追憶談を乞ふた。學會設立以後のものはまだ最迄十數年以內のこ 

とであるから,之等は次の機會にゆづることとした。

最後に本誌特湃のため御多忙中を御執筆下さった各位並びに之に關し種々調査や占い同志に 

よびかけて下さった地方會の各位や編棉上助言を下さった人々,牯に種々奔走下さった藤！!衢 

三氏 貴币な資料を貸與下さった方々,Japana Esperantistoの舊號その他御贈與下さった藤 

林房藏氏等に深甚の感謝の意を表明致します。猶本誌には

り 明治39年に出版された各種のエス書の寫僅や第一回から第六回（大正8年迄）ま 

でのエス大會の寫箕や各地の協會支部創立當時の寫翼その他種々の寫賀等々數十葉。

2） 小坂氏「日本エス運動小史」C大正3年から大正8年末迄ーー大正3年迄は1931年 

の本誌に小坂氏が「囘願二十有五年」として書かれたう——これは原稿紙五十枚の力篇。

3） 多忙のため御承諾を下さったが玉稿をいただけなかった大井學，注井惠倫,金憶，大 

橋宇之吉等々の諸氏の追憶談數編。

4） 編者がお冃にかかってお話を伍U筈になってゐる黑板博上安孫F貞治郞氏その他二三 

の人々（旣にお話を何った人に中村竹白氏あり）のお話。

5） 編者の手許にある材料整理中の富の等々が豫定の頁數超過のためと期日切迫の爲本號 

にのせら;!しなかったことをここに深くおわび致Lます。C金澤エス運動史もその一人

之等の材料は本特輯號所載の追憶談と共に遠からずまとめて，エスペラント文皿のー篇C390 

頁以上に上る豫定）として發表の豫定ですからその節御覽を願ひたく疗じます。（岡本〉
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我國エスペラント移入の三系統

藤間常太郞

ザメン汰フが1887年（明治20年）にエスペラントを發表して以來十餘年あらゆる困難迫 

まを克'报して漸く歐米諸國に普及し繁榮の兆を現して來た。從って口本においても歐米の新聞 

雜誌等を通じてエスペラントの名が折に觸れて耳に入るやうになった。理想に燃え知識慾に!g 
られた人々の個人的硏究時代が來たわけだ。しかし火はストーヴのなかで靜かに燃えてゐるだ 

けである。 1

1902年Ĉ明治35年）Alphonse Mistlerといふフランス人宣敎師が長崎の一英字新聞—— 

Nagasaki Press ? ——にエスペラントに關して尙稿したのが日本におけるエスペラントについ 

ての故初のものだといふことになってゐるが,その内容は判らない。Mistler師は1873年2月フ 

ランスAlsace-LorraineのTannenkirchに生れ故國にあるとき僅か2時間でエスペラントの 

文法を習得したといふ。1893年授崎に來て1903年同地の海星中學物理化學の敎師となり1906 
年9月東京曉星中學に轉じて13年までをつたが同年再び海星中舉に戾り33年辭して現在橫 

濱ノ丿St. Joseplrs Collegeでフランス語を敎へこゐる。〔Enciklopedio de Esp.參照）

瞰星中學在任當時日本エスベラント協會が創立されて黑板勝美博士がその例會にMistler師 

を招待したことがあるが用務のため出席しなかった。

堺利彥氏が!905年3月19日の週刊社會主義雜誌「直言」誌上に黑板博士の談話に基づ 

いてはじめてエスペラントについて書いた時「日本に此エスペラントの東に注;意してゐる者は 

東京大學の黑板勝美氏と長崎に居る佛闌应の宣敎師某と外にーニ人しかないとの事」と述べて 

ゐるが宣敎師某とは MMtleて師を指したのはいふまでもない。Mistler師と日本のエスペラン 

ト界との接觀血は甚だしく微かで積極的な貢獣はないにせよ,孤立帝國のエスペラント運動に 

最初の一石を投じた榮譽は永久に消えるものではない。

我國のエスペラント界から未だ嘗て感謝の言葉とともにその名を口にせられたことを聞かな 

いがしかも搖籃期の連動に甚大な寄與した有名な敎育學者樋口勘治郞氏を逸してはならない。

樋口氏は1895年（明治28年）東京髙等饰範を拔胖の成績で卒業し同校敎授となり社會的 

敎育學を唱些して「統合主義敎授法」を著し弱冠にして一耀尺下に名を揚げた。要するに今ま 

での敎育はただ小さい範圍に局限しせゐるからいけない。包識慾に燃えてゐる學生に廣く種々 

な知識を與ふべきであるといふのが氏の主張である。3年間のフランス留學を終った1903年 

く明治36年:）歸钢し早々「國家社會主義新敎育學」（1904年2月出版）次いで「國家社會主 

義敎育本論」を矢繼早に上梓したがと去に洛陽の紙價を高からしめた。殊に前者は歸朝第一報 

吿の意味も含まれて隨分敎育者仲間に話まれたものだ。內容は新しい敎育學や社會思想に關す 

る廣汎な知識で充たされてゐるが,特に十九,二十の二章を「文字及び言語」のために割いて 

先づ□ーマ字を論じ次に國語の統一を說き最後に世界語の必要に及んでエスペラントを紹介推 

獎してゐるがただ單なる紹介にあらずしてヨー ロッパにおけるエスペラントの普及前に利用の 

情況を滯佛中自らの見聞により詳しく述べた堂々たる大論文である。當時これだけ整った內容 

の充實した文獻は他に見當らない。

樋口氏力:はじめてエスペラントの存在を知ったのは南佛Toulouseにおいて同地の大學敎授 

Ribaut氏によってであった。同氏や他のエスペランチスト敎授Roul氏らに刺戟される一面



4 (188)

當時Beaufron tらの努力により世界最盛を誇るフランスのエスペラント熱を「】のあたりに見 

た新進學徙は新しい國際詰に輝かしい未來と希卑を發見したにちがひない。歸;刃早々解いたト 

ランクには數多學者の敎育學の書籍に混って

Gaston Moch ; La question de la langue internationale et sa solution par V Esperanto.
M. L. de Beaufront: Grammaire et exercices de la langue internationale "Esperanto". 

の二書があった。 •

名聲嘖々たる好著に托して我國知微舒特に孜育者間に廣くエスペラントの何詹のたるかを敎 

へた其功績は沒すべくもないがなほ「敎育時論」とか「敎育肆麻界」等の敎育雜誌や□ーマ字 

論者として氏が關係してゐた「Romaji」誌上に蜃々エスペラントについて寄稿してゐる，また 

1906年6月25日に束京YMCAで「エスペラントに就て」といふ演祝を行1ってゐるのを見 

ても多少運動に積極的に乘出してゐたことが窺はれる。しかしその後自 の敎育學の方面に多 

忙なせゐかエスペランチストとしての幽］氏の足跡を辿り得ないのは何としても追憾に思へ 

ん。日本エスペラント協會が創設された當時會員中に多數の敎育者を淹得したのもその一半は 

樋口氏に負ふところがあると思ふ。この機會に全日本の同志とともに樋口氏の靈に敬意と感謝 

を捧げておかう〇

二菜亭年譜によれば……明治39年43歳7月「エスペラント」出版，同9月「エスペラ 

ント讀本」出版，日本に於けるエスペラント語學書の權輿也……とある。

明治の文喙二葉亭が露國エスペラント協會々订長谷川二糜亭の/において小朗子「世界語」 

cエスペラント）をはじめて世に送り出した時には當時のインテリはアツと驚いた。これは正に 

H本エスペラント運见の鑿明を吿げる鐘であって遠慮勝ちな個人的研究者に勇氣と誇りを與へ 

ると同時に未知の人々の多數をその陣營に走らせた,この先聚的役割が二幣亨のごとき大文學 

者によって果されたがために運動に對する刺戟と彫響は蓋し甚大なるものがあった。

一生思想的な苦惱から蟬脫することの出來なかった二葉亭は元來世界上義人道主義に對して 

深い興味を持ってゐたが日露の關係が切迫するにつれて一尊して恐ろしく愛國的傾向を帶ぴる 

やうになって口ら束方經略のplanoまで樹ててゐた。日露の急な風雲を坐視するに忍びずと 

遂に1902年（明治35年:）5月東京外國語學校の敎職を魏ちVladivostokoの貿易商德永商 

會の顧問として同地に滯在盛んに日蛊兩國の有力者と交って情勢を探ってゐた。偶々同地の工 

スペラント會々頭Postnikov氏と相識るに及んで同氏かĈノエスベランチストとし■この洗豊を 

受けた。「余曾て事を以て毎領浦潮に遊べる時,偶々交を同堆のエスペラント協會々頭ボストニ 

コフ氏と結び,始て氏より詳かに世界語の事を聞くを得たり，氏久く日本齧にて其敎科書を刊 

行せんの意あり,余に一管の力を添へんことを乞はる,余欣然として其扈を領し，便ヨ氏に就 

きて略此新晤の一斑を傅習し，又氏の率ゆるエスペラント協會に入會し，數々其策會に出席し 

て，朝しく會貝諸子の如何に熱心に之を研究しつつああかを目擊したり,其後淹洲を經て北京 

に入り，故ありて留りて遂に日本に囘らず,滯燕小ポ氏遙かに書を寄せて敎科書飜譯の業未だ成 

わざるや否やを問はる,□つ□ く君が飜譯せらるべき爭をワルシャーワのドクトル，ザメンゴ 

フに通報したるに，ドクトルは如何に悦びたりけん,其豫吿は忽ち最近の诙國エスペラント協 

會々報に出でたり願くは速かに業を卒へよと,當時余の身邊には俗務叢胜，往々徹宵睡らざる 

ことあり，未だ筆を執りて此閑事柴に從ふ能はず,かくて三十夫年の夏日露の關係漸く切迫せ 

る頃,余の志望も遂に不成功に終り,怏々として歸初し，是より永く世と相謝して又時事を省 
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せず,終H書齋中に兀坐して,茫然として我の我たるを忘るゝことあり,是に於てお氏との契 

約を果さんことを思ひ，暇あるごとに筆を執りて今年今月飜譯の業漸く就る,此書卽是也。

ポ氏が余に托Eし敎科書といふは,此:誉の發明者として有名なるドクトル•ザメンゴフが自 

から筆を援りて起草せし露文の敎科書なり。現に各國語に飜譯せらるゝものゝ原本に係ると雖 

も，元と露人の爲に著したるものなれば，之を原文の儘に飜譯して我國人に進めがたき點あり， 

ポ氏も此に慮る所ありて著作上の斟酌增減は一に余に委せられたれば,余の淺舉を顧/ず叨り 

に大家の著書に向って剪裁を加へたり，潸越の罪は固より甘じて受くる所也。 」

と「世界語」の序言に自らその由來を述べてゐる。二葉亭がVladivostokoに港在してみた 

のは1902年(.明治35年)5月中旬から10月初旬までだからエスペラントを舉び同地の工 

スペランチストと交を結んだのもこの期間中の出來事である。當時Postnikovを會艮に戴く 

Vladivostoka Grupoの活躍は目龊しいものて會員も隨分あった。二葉亭がエスベラントを習 

得したのは?ostnikovの熱むな勸獎によること勿論であるが,他面同地の急進的な多くのイン 

テリを構成分子とするEsperantista Grupoに絕えず接獨して親交を結ぶことは二葉亭力:渴犁 

してゐた各種の情報を最も短時間に最・、能率的に帑る方法だと考へたからでもあった。エスペ 

ラントは卽ち跟本主義だったのである。

「……又如何に凡てのことを國事のために盡して居るかといふ例は嘗て氏がエスペラントの 

書を善したことがある。私にも一册娼與してくれましたから，•私も其返瞪として,エスペラン 

トで手紙をやりました。すると币ねてエスペラントで手紙をよこしました。定めし例の凝性で 

大いに研究してゐることと思って,其後逢った時に例のエスペラントは大變進步しただらうな 

と諱ねると,ナーニあんなものは疾に放擲って了った,必要を感じたから硏究をしたやうなも 

のの,其の!I的がなくなった今日,あんなものをやる必要がないと云って凡ど知りざるものの 

如くであったのには聊か驚かされましたが併しよく聞いて見ると全く之を研究する必要がちっ 

たからのことで,それも決して名利のためではなく,劉外政策の必要上之を硏究することが有 

力な外人と折衝するに,多大の效果あることを認めたからだったのです。其の內客は今之を公 

言することを避けますが，何にせよ僅々一外人との折衝に關する必要のため,兎も角あれだけ 

の著述をさへ出すに至ったのは,氏の語學上の沢オも容易ならぬものですが,私等はむしろ氏 

の愛國的熱情に滿腔の尊敬を拂はざるを得ないのです」(坪內逍遙，內田魯庵編二葉亭四迷)

とカナモジの發明者山下芳太郞氏もこれを裏書してゐる。

とまれPostnikovが二斑亭をエスペランチストに改宗せしめたのみならず日本最初の敎科 

書を醫はさしたのは日本は勿論:世界のエスペラント界に對する特筆大書すべき功績といはねば 

ならぬ。ザメンホフも二棄亭のささやかながらも歷史的な二著を手にしたとき興奮に手を傑は 

せたことは想像に難くない。

Postnikovは日本にエスペラントを輸入することに間接的に偉大なる貢獄をしてゐるが,エ 

スペラントの□本移植に努力した外國人はPostnikovだけではなかった。

當時極東の新典帝國に對する興味〃至關心が頓に歐米に昂りつつある際ヨーロッパにおける 

具眼的なエスペランチストがこの處女地を見逃すはずはない。Brita Esperantista Asocioの創 

始者 Joseph Rhodes は Ĥabarovsk の Poljanskij (ruso)や Seattle の Geoghegan (irlandano) 

と聯絡をとって日本の龍拓に力を致したが不成功に終った。殊に矢張りBrita Esprantista 
Asocioの創始者の一人としてイギリスのエスペラント運動に不朽の功績を殘したGeoghegan 
のごときは!893-1900年の間自ら□本の地を踏みつつ普及に努めたが何らの效果もなかった。
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彼は自分の努力の成果を見ずして名殘りを惜みつつAlaskaに去った。これらの先覺者の成 

し得なかったことをPostnikovは10〇%成し遂げたわけだPostnikovは1905年Vladivosfoko 
を去って合衆國に移住Lたが同氏去った後の同地はエスペランチストの沙漠と化し190？年 

Gauntlett をして Vladivostoko の宿舍において「Dum ĉirkaŭ du semajnoj mi ne povis, 
trovi rusojn, kiuj parolas Esperante... J と槪嘆せしめた（Postnikov. Rhcdes, Poljanskii». 

GeogheganについてはEnciklopedio de Esperantoを參照されたしう。

△エスペラント研究法 長谷川二葉亭

成功第9卷第6號C明治39年9月1日）

△エスペラント講義 長谷川二葉亭

學生タイムス第5號（明治39年10月:）

△エスペラントの話

女學世界（明治39年10月——二葉亭全集第4卷收錄）

ちょっと妙な云ひかたかも知れないが日本に最も大呈的にエスペラントを移入したのは何と 

いってもイギリスの新聞雜誌及び日本で發行された英字新聞雜誌である。

イギリスでは1903年（明治36年）Rhodesらの骨折りによってBrita Esperantista Asocio 
が生れこれに對してLondon Times, Daily Mai）, Daily Express等の一流新間が後援し,當 

時イギリス第一の出版部數を誇るReview of Reviews誌の如きはその持主兼主筆で平和主義 

者のWilliam Steadがエスペラントに共嗚して自ら陣頭に立ってこれを宣偉し每丿i同誌のー 

頁をエスペラントのために割き數々の書籍を出版してゐた。これらの諸新聞及びRev.ew cf 
Reviewsはまた日本刀上層階級に多くの諛者を持ち彼らの知讖の糧ともなり意見を形造る一助 

にもなってゐた。從ってエスペラントの名が彼らの間に浸透して彼らの興味を唆ったのは自然 

の勢である。二葉亭の二著が世に出るまで我エスベラント界Pionirojを導いたのは卿ど例外 

なしにReviews社出版の諸書であった。吉野作進 土屋元作,尖孫『貞治郞,高橋邦太郞,福 

田國太郎，Gauntlettの名を攀・げるだけでも思ひ半ばに過ぎるものがあらう,日本で發行された 

Japan Mai!その他の英字新開もイギリスの諸新聞と併行してエスペラントに關するコユース 

を載せるやうになったのみならず,「英語靑年」「英文新誌」「英學界」等十指に餘る英語轨誌 

が競って新國際語を紹介するに至って大いに英學者間にエスペラント熱を吹込んだ,日本エス 

ペラント協會の創立者の過半數が英學者であり，そろ會員名簿中に多くの著名な英學者や英諾 

敎育家が名を聯ねてゐるのを見てもこの方面への傅播の狀態を推しはかることが出來る。

1996年（明治39年）6月日本エスペラント協會が華々しく誕生するまでのエスペラント移 

入/跡をかく辿り來って眼を當時の社會狀態に轉ずるとき,そこにエスペラントを培ふべき溫 

床が用意されてゐたのを見逃すわけにはゆかない。日幽戰爭後に來った對外的な躍進，國內的 

にはあらゆる去のの再吟贰再評價世の中の根木的な建血しの時代にあって，國際語の思想は正 

に當時のインテリに對する道德的,思想的，知識的要求に應じてゐた，その合理的實踐沟な點 

において，愛國心を傷けない黠において，國際問の理解を深める船において，學習の容易な黏 

において，なほまた一毀に英語敎育に全力を傾注してゐるに去拘らすー向效果があがらないに 

業を煮やして英語敎育の是非がやかましく云々せられた時代でもあった。
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初て揭げた日本エスベラント協會の看板

中村有樂

我遡エス詰黎曲期の懷舊談をとのことですが，私はエス語の爲といふよりは，唯當時有樂社 

を經營し 滋に新銳尖端的雜誌書篤の發行を主として居たのですが,一日安孫子君がエスペラ 

ントの話をせ门ね,有樂社に事逝所を設けエスペラントの爲に盡してはどうかといふやうなこ 

とであった力1，此語の性質，普:龙性等も直に諒解が出來たので,賛成を表し，エスペラントの 

爲に社內一室を提供し,「日本エスペラント協會」の看板を有樂社の看板と相並べて揭げたの 

ですが恐らくは是が我國でのエス晤のE3JŜ的運動の卿であったに楫違ないやうに記憶されて 

居ります。而て同時に相前後して黑板博士，千布利萌氏等も協會に出入せられ それから機關 

雜誌も發行する，辭書卑も初て出版せられたやうに覺へて居ります。併しそれは黑板,冬孫チ, 

千布,諸君の努力で西時すると讀費の何某氏やら其他相當出人があり,讚賣の何某氏が協會の 

會計をやって若干費消をやったとやら，其あとへ軍隊に居たと力、いふ某といふ人がやって來た 

とか而て勿論雜誌では計算の立ち樣はなく，辭書の如きも出版はしたが本は無くなって金はど 

ふなったか，甚放漫不明瞭の次第でした。それのみならず此協會で近付になった爲にエス語に 

關係なく立替が出來たり,私は元々外國語を知らぬのですからエス語普及運動に盡力するとい 

ふよりは唯側而の立場だけのことで,當面の運動,雅誌編蜩，辭書編篡,講演會,等のことは 

前申す三君が兎に化中心であったやうに覺へて居ります。

猶他に言乙'添へるならば,今星低茶寮をやって居ます家弟竹白，又今單式印刷會社に勤めて 

居る山鹿泰治廿〔當時有樂社給仕〉等が或は自分の寫眞を繪葉書として，外國エス語雜誌に葉 

書交換廣吿を出した13に外國より交換葉書が殺到し,中に歐羅巴人でありながら,エス語の綴 

字が日本人より拙い等と言って居るやふなこともあったやうであります。

以上ホンの朦朧七る記憶で併も唯內情だけのことで，表面エス語發展史の何の史料にもなり 

ますまいが私に出けよとあれば，こんなことだけでエス話藜明期に少しばかり間接にお手傳ひ 

致したやふな次第です。C昭和U・4・12)

橫須賀に日本エスペラント協會を

創立した當時の思ひ出

加藤 節

明治39年陽春麗らかな或る一日,郊外散策を橫須賀近郊の金澤方面に試みた頃わ自分は， 

商船學校の機關科實習生として，横須賀海軍造船所へ派遣されて居た白面の一靑年に過ぎない 

者であった。その日偶然にも,當時日比谷公圍の,海軍省裏手に當る海軍を備校の同窍生であ 

った舊友山口美親君と出逢ひ,路を同ふして歸途についた。路々「エスベラント」語が話題に 

上り，目下「エスペラント」自修書が,有樂社から賣り出されて居るとの事に自分は早速之を 

購入して讀んで見た。その時取り寄せた本は,J- C. 〇,Connor著Esperanto (The Studenti 
Complete Text Book)と A. Motteau 詛:Esperanto-English Dictionary の二册であった〇 

誼み初めてから三日で,手紙が書けるとの自信を得たので，同書卷尾に掲載されてあった
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British Esperanto Associationに入會申込みの書面を書き送った11めである。

その時には，旣に自分の胸中に,ある計畫が組み立てられて居た半は，次に揭げる文中で諒 

解される事と思ふ。

そうして同国から折り返へし其入會承認と共にエスペラントを獨修し初めてから僅か三日口 

に書き送った自分の書而の寫にその中の誤を正して赤インクで書き込んで吳れた一紙片が遇然 

に氐筐底かり近頃發見出來たのである。それは英國エス協會の書記か誰かがわざわざ口分の手 

紙を紙片にうつしとりそれを好意的に訂正してくれたものであわう。此一紙片などは自分一個 

人として確かに貴重な文獻だと思ふから次にその手紙の寫と思はれるものをかかげてみよう。 

C誤も原文のままとし保存す）。

Estimata Sinjoro,
Mi havas grandan honoron reporti vin sekvantan sciigon.
Mi estas urbano de la ĉefurbo Tokjo en Jap. Kaj mi estas fondinta a N. E. S.9f ĉe 

Yokosuka kun la celo propagandi la IL larĝe en Jap.
La ĉefa celo de la NES estas esplori la IL kaj instrui al ĉiuj la popolo la IL per 

senpaga.
La M NES consistas de la realaj M la helpantoj de la societo kaj la studantoj de 

Espo.
La studentoj de E. estas decidintaj gradigi klason per la edukado de 40 horaj 

ĉe la intertempo da tri monatoj・ しa gradigintaj studntoj fariĝas la realajn M de NES.
La &u okazoj mia ideo estas fari la IL popular en Jap.
Si vi estas tiel bona ke vi helpas mian aferon en Jap・ Si vi bonvolas depagas iajn 

librojn pri Espo al la bibi. de NES. Kaj laste mi esperas vin ke vi permesos min kiel 
unu M de BEA.

とにかくこれは自分がエスペラントを初めて,三日目の作文である事が，輿味ある記念物で

ちノると思ふ〇

右のやうな譯で, 外國語の素養さへ有る者にとっては「エスペラン ト」は非常に學び易い事

を知った自分は「エス語が國際用語として理想的で,□つ又將來性を多分に持って居ると碗血 

し，先づエスペラント協會を設立してエス語の普及に努力する事こそ，ザーメンホフ博士の工 

ス語を創始した主旨にも合致する一・階段なりと考へたのであった。

第一着手として眩陣の設置場所を物色した。丁度その折に胸に浮むだのは，橫須賀汐留に汐 

留幼稚園が存在した事であった。之こそわがエスペラント協會の看板を揭げるに,最も逋應し 

い場所と考へ，同舄には一面識もないにも係らず,靑年時代の猪突的勇氣せ, 

同園を訪れ,園長福本夫人に面會して藪から棒的に，エスペヲントが何んであるかか匚說き起 

してエスペラント協會設立の希皐と協會設器場所として辰園の一隅なりと借用し度き旨を申入 

れて賛同を求めたものである。

福本夫人は夫君（當時汐入小毋校長）福本新吉氏と協議されて,拙者の申出でに御理解を持 

たれた御兩人は,共々協會負になられ，且つ同園に協會を置く事に賛同された。實に之れが橫 

須賀に於ける日本エスペラント協會の誕生であり，亦た日本に於けるエスペラント連動の一烽 

火でもあった事を牢記すべきである。

それで協會の名稱について，當時未だ日本の何所にも協會等の設匮されたのを聞かなかった 
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ので,大きく日本の代表的の名稱をと考へて,日本エスペラント協會を名乘る事にした。發會 

の日取りは,令日自分の記憶に殘らぬが,同所で二十數名の會員が集って，發會式を行ったも 

のである;,當日は勿論夜間であったが,自作のエス語譯「君が代」を,福本夫人のオルガン伴 

奏で,會員一同が齊唱した事である。

其時の【君が代」譯詞一それが現在あったなら,確かに貴匝な文默である力「惜しい事に 

今自分の手元に殘らぬとは,返へすがへすも遺憾な次第である。當時齊唱された誰かの手元か 

わ表はれて來たなら意義深い氐のであらうと思ふ。當時の協會は專ら通信講習の法を採り極く 

初步の陪梯から初めたものであった。

其頃に小坂狷二氏と相識るを得たのであって同氏はまだ席を陸軍幼年學校に置いて居られ, 

病氣療養の爲湘南地方に來て居られた時と記憶するが，靑年同志の感激しかたも强く,エスペ 

ラント普及事業には，互に堅き提携を約したものである。

（當時小坂氏が,回覽の冃的で書かれた。□筆自畫のパンフレットハ頁のものが，自分の手 

元に殘って居た。之れなどは小坂氏にとりて故も貴重な文3Uのであろう）。

次いで東京に，日本エスペラント協會が設立され,エスペラント大會を神田の靑年會錠で催 

された際,口分は橫须賀の□本エスペラント協會を代表して出席し,同名の協會が束京と橫須 

賀に在るのも異なもの故 橫須賀のなのを東京の支部と云ふ事に爲L,横須賀では以前通りに, 

騰寫版の通信講習を依然として續け，東京の協會發行の雜誌を每號讓り受けて,之を會貝に頒 
つ事とした。 ・冷护滋籌讚顧

之れより曩，エス語普及の一方法として,當時各書藉商の店頭に,カッセル文庫を眞似た各 

殴語の獨修書が最も人Hに腰れ易いのを見てその發行元たる神田の岡崎屋占店に交涉してエス 

吾坯修書發刊を口論み,長谷川二棄亭著述の世界語讀本發刊に僅か後れて,明治£9年9月3（） 
日拙著「エスペラント澱修」を岡崎屋書店より出版した。

流行に敏感な東京ではエスペラントに囚むだ胚店名商品名等が絃出して，日本エスペラント 

協會會貝章たる綠色の星を帽子に附けたり,又は踰につけて，時代の尖端を疔く先覺&と云ふ 

見得が，可なり廣く學生間に用ひられたと聞く。

其頃潢須賀で，戰寃薩摩の進水式が行はれた。當日は京涼方面から多數の人士が橫須賀に入 

り込むと云ふ機會を攫むで,停車場から造船所迄の通路で,人目に付き易き場所にエス語て橫 

須賀のエスペラント協會の所在地と,立ち寄り方を附めたビラを張り廻わったものである 。

其頃エスペラント和譯字典の善きものが，まだ刊疔されて無いのを遺憾に思ひ，曩に英國工 

ス協會より送り越した。各國語別の字書を參照して,成豁（根語並びに組合語を含む）約ー篇 

一千七百餘語より成る,エス和字典を編篡し，黑板博士を訪問して,日本エスペラント協會よ 

り之が出版方を慫懣したるも博士は謝絕せられた。後に思ひ合せるのは,同年!〇月28日に 

.黑板博士淺田敎授と安孫子氏の共箸に成るエスペラント•ヤバナ・ヴオルタロを□本エスペラン 

ト協會より出版なさる積りのが，旣に脏稿して居た爲であったと,その日取りから想像される 

が,右のエスペラント•ヤパナ•ヴォルタロの，第一頁に於ける29文字に對し口分の編纂し 

たものには5?文字を含有して居るのであった。その原橋は今でも自分の手元に保存さ扌もてあ 

って世に出でられざりしを啣ち顏に古びて居るのである。

尙ほ明治39年の夏頃こ書いたもので自分の管底に秘められ40年3月に公表しやうと思って 

書いた原稿下書があった。それには自畫で,ラエ兔トンタテレフォノと題して,一紳士が 

霍話為の前に起ち,篷話器の上部卽ち紳士の顏に直面する高さに，鏡而に似た平板が畫かれ,そ
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れには先方の對話者たる一婦人がレシーバーを耳に當てた像が寫って居る畫であって，令Hの 

テレビジョンが實用化された空想畫が，明治39年に自分の胸に想像されて居たものである。 

そうして其紳I:は
「ボナンタゴンミアカラ... 」と云って居て，その畫には

「オニポゲオスパロリヴィダンティリアンクンパロラントンユエマルプロクシマロコ」 

と註が入れてある。
又「ラエストンタヴォヤヂヨ」と題して,葉卷彫飛空船に，エスベロ第一〇五と大書して 

あるのが，今や大建築物を離れたところを畫き，その建物の屋上廣場には見送人逵が帽又はハ 

ンカチーフを振り振り,

「アド4アウ!アドイアウ」を連呼して居る。•一方飛空船上の客は

「アドイアウ!ミエスタスイランタヤバンランドン」

と叫んでゐる所が畫かれたもので,現在の旅客輸送にツェッペリン飛行船が活躍して居る。 

それを當時にあって徹見して居た事が,此畫で保證された譯である。

尙ほ最後に書き添へて置きたいのは,その頃巴里で蔑國エスペラント大會力:開かれ ザ-メ 

ンホフ博士もそれに出席され,佛蘭西あたりはエス語の普及が普ねき•事と想像されて居た。自 

分は工場の實習生活を終へ,明治40年の末頃佛繭两マルセーユ港に上陸する機會を得た。先 

づ上陸場から瞑を光らせて,エス語による何かを探し求めたが，何物をも得られな力,った。そ 

して目拔通りの書店に入ってエスペラントで話しかけたが，更に通じない。佛語でエスペラン 

トの霑籍は無きゃと尋ねたが，無いと答へる。エスペラントの會の在場所を尋ねたが,知らぬ 

と答へる。

次にロンドンのアルバート・ドックに船が繫がれた時,□扌近を見廻わしても，エス語の片鱗 

さへ認め得られなかった。

次に白耳義アントワープ港然りで，世界的な港遜たるマルセーユ，ロンドン，アントワーフ・ 

の埠頭にエスペラントの片影さへ見られない樣な宜傳方法では，國際語としての將來は推して

知るべしと, エスペラン トに對する期待は當時の自分に大打擊を與へて，大悲］ に陷った事は

僞らざる吿白である。 ・

愁じ大きい期待を持って，マルセーユやロンドンの埠頭の現狀を見得たのが,自分のエスペ 

ラントに對する熱を冷ましたー・大原囚であって,當時のサムイデアノたりし小坂氏が，爾來幾 

星霜の今日,エスペラント界の產鎭として,推しも推され・、せぬ地盤を築き上げられた事に聲 

して，深甚の敬意を表して此思ひ出での記事を結ばうと思ふのである。

後記=小坂氏の當時のパンフレットには La najtingalo, La leona felo.兩方とも小圾氏の 

霸西亞證本よりの,エス語譯であって，陸軍幼年畏校の玄關先のベン畫並びに,同校々長野口 

大佐のベン畫肖像,及ひ幼年學校生徒の各服裝圖等が,いづれも小坂氏の筆に成ったものであ 

る。

〔編輯附記3 La Japana Esperantistoの第1卷第1號C明治39年8月5日發行う第3頁に「第 

A,第二俛會」の題下に「7月12日午後6時から神田の學士會事務所で第2囘例會を開いた。 

當日集ったものは安孫子貞次郞,淺出榮次，藤岡勝二，飯田雄太郞，黑板勝弟 堺利彥,斯波 

貞吉,田川大吉郞,薄丿傍一及び丘淺次郞,和田曲吉,松井知時,井口丑二，原松治,杉井和 

一郞,石川安次郞，岡田榮吉，木丙禎一，大杉榮,古賀千年氏缭の20名で，乂腳賀から加 

膝節氏が來られた。當日の會合で雜誌發行のこと基金募集のことを議決し，又9月の大會の準
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備,橫須賀支部のことに就て意見を交換し，又每會短い詩や散文を集った人に頒っことに定め 

早速“La Vojo”と“Bone kaj Malbone"を酉E布し,黑板博士と淺出敎授が之を郞讀され 

た。（以下略）」

とでてゐるし第4頁には「橫須賀のエスペラント協會」といふ見出しで

「加藤節氏を幹事として橫須賀のエスペラントが日本エスペラント城會を組織せるは昨年9 
月のことにして爾來熱心に加藤氏竽は此語の研究と普及に勉めたりしが東京にて日本エスベ 

ラント協會の發表ありしより之に合併することとなりたり。」

とでてゐるこの二つの記事と上記の加藤節氏自身の記述とに三つのくひちがひがある。

その一は加藤節氏がエス語を學習されたのは明治38年か39年かの問題。

そのニは加藤節氏が日本エス協會を橫須賀に創立されたのか明治33年か39年かの問題。 

その三は橫須賀の日本エス協會が束京の日本エス協會に合併したのが何時の事かの問題であ 

る。

扱これらの問題について上記原稿をいただいてから編者から加藤氏宛照會した所第一の問題 

については次の樣な解答をよこされた。

「どうもノ、ツキリした記憶もないので甚だ申譯もありませんが,種々の事實を綜合して老へ 

て見ると私がエス語を始めて學んだ〇,Connorの著書が1906年（明治39塔〉發行の改曽『 

新版であったり又山口氏と出逢ったのは牡丹の花を見に行きし日のやうにも億へますのて明 

治39年が正しいと思ひます。何しろ總べてを一氣呵成に爲したやうでした。卽ちエス語を獨 

習する,英國エス協會に手紙を送ろ,日本エス協會の旗上げをする。通信講習を行ふ,著述を 

する,辭典を編篡する等々……」 •

とのことである。この御返事によって加藤氏のエス語學習は明治39年5月頃といふことが確實 

らしい。してみると

第二の橫須賀の日本エス協會の創よが明治38年9月といふことはありえないことでLa 

Japana Esperantistoの記述は編!ifi者の聞き誤であると思ふ。

而して小坂氏所持の材料によって橫須賀の日本エス協會の創立は明治39年5月28日でお 

ることが明かである。

第:め橫須賀の□本エス協會が東京の日本エス協會に何時合併したかの問題についての加藤: 

氏の御答は

「小生の微かな記憶をたどっての記事故誤りがあるや去知れませんが學士會で初めて黑板 

博士にお口にかかりそこで橫須賀の日本エス協會が旣に存在する事をお話し申して今後の處 

•置を御相談致し次に第一囘大曾に出席した際橫須賀支部に改めて欲しいとの御脱讓の結果を 

承ったやうに記憶します。」

との解答をよせられた。

之について小坂氏の記憶をただした所小坂氏は「加藤氏が東京側の合併希卑について橫須賀 

へ歸って皆と相談した所とにかく東京側には博士と力敎投とか名士が多いのでとてはかなはな 

いから合併を承認しようといふことになったときいてゐる」と語られた。

上のしa Japana Esperantisto第3頁の記事を見ると加藤氏は東京のエス協會の6月12日 

の第一囘會合には出てをらなくて第二囘會合に初めて出席して橫須賀にも旣にエス協會の出束 

てゐることを話し黑板博士等から同名の會が日本に二つあるのも變故束京の會に合併してもし 

ひたいとの處出をうけ橫須賀へ歸って幹部連と相談したことは事實と思ふ。そして合併の承醉
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をしたのが加藤氏の記憶の如く 9月の第一囘大曾であったのかそれとも旣にその前に承諾の通 

知を出したGS面か何かで）のかは不明であるがJapana Esperantisto第1號の第4頁の記車を 

みるとやはり第1號が發行された8月5日Cこれは本當に8月5日かどうかわからぬが）までに 

橫須賀の方から承諾の手紙でも出してゐるのではないかと思ふ。少くとも大體合併の意向でち 

る位のことを誰かから東京側へ通知したのではないかと思ふ。尤も加藤氏が口頭で正戌に承講 

を表明されたのは第一囘大會の時であったかもしれぬが。

生きたる證據

千布利雄

〔編者附記〕これは明治39年9月28日日本エス協會笫・囘大會（卽ち第一囘口本ニ 

ス大會）に於てエス語で演說せられたものの和譯（"Japana Esperantisto第1卷第4號 

所載）である。和譯者は同誌の編輯者で千布氏ではないと思ふ。これは「布氏が何時エス語 

をやられたかを示してゐて興味があるのでここに再錄した。

私は今日玆に演脱をされる諸君の如く，有名な者で氐又身分ある者で氐ありません。私は唯 

エスペラント語學校の一學生であります。玆に此盛大なる會合に於て,私が，我尊友を代表致 

しまして諸君の前にエスペラントを以てお話を致しますのは大なる光榮と存じます。

弘がエスペラントの研究を始めたのは僅かに一ケ月前でありまして,8月31F1に此協會に 

人會し,本月17 ロ,卽ち開校と同時に右の學校に入學致しました。學校に參ります以訓は獨 

習をして居りました。

弘の硏究は斯の如く短時間で，又此の語に關する知識は斯の如く不十分でありますが,それ 

でも私は今H,素より能くは出來ませぬけ2しど,幾らか之を讀み，書き乂話すことが出來ます。

私は長い間英語を學びました,今も磁學んで居ります。然し一向英語を書いたり話したりす 

ることが出來ませぬ。然るに僅か五週間の勉强で以て此の興味ある有用なる言集を门卑し,使 

用し得ると云ふのは，如何にも愉なることではありませぬかC

然らば,何が故に斯の如き體くべき結果を得たのでありまうか決してこれは私がエライわけ 

てはない。それには學校に於ける先生の親切なる敎授も與って力あることは勿論ですが'然し, 

私は固く信じます。これは全く言葉が學び易いからであります。

エスペラントに就て委しい事は,旣に他の諸君が御話になったことでありますれば私は玆に 

申上げませぬ。唯だ私は諸君に一つの生きた標本，此の國際語の容易いこと便利なことを證據 

立つる所の生きた標本をお目にかけます。それは斯く中す私自身でありす。終に臨んで,此の 

盛犬なる會合を祝すると共に，私は，我協會が彌々益々隆盛に赴かんことを希望し，又諸君來 

會の紳士淑女諸君が此の冇用なる吕葉,卽ちエスペラントを十分御硏究あって熟逹せられんこ 

とを希望する次第であります。
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ガントレット氏についてエス語を學ぶ

ヽ 村本達三

私の家は印刷屋で岡山在住外人氏敎肺諸氏からの注文を引受けて居ました。其一人の米人ペ 

テー博士の紹介で，明治33年第六?哥等學校が當地に開かれると共に，英語及びラテン語敎師 

として來岡せられたガントレット先生のレターペー ノヾーや,封筒に,先生のアドレスを印刷さ 

せて页ったのが，私の先生とお近づきになった最初でした。明治37年に先生苦“Phonetics" 
（明治38年2月東京三省堂發行）の印刷を御引受し校正の事等で，度々先生と御話をする機會 

が出來續いて他の二種の書籍を印刷し，益々御宅へ出入する事が多くなりました。其頃先生の 

夫人,あのも名なガントレット恒子女史は,東京に居られて先生は三友寺に，鳏鏗しをして居 

らね，建築家の古橋柳太郞氏や造兵少將の渡邊貫三郞氏C其填前め等が，六髙に通學しなが». 

家婢を便って，先生の家事を分捱!して居られました,英等の諸君が先生と,英語でペラペラや 

って居われるのを見て,茨ましくて堪らず,度々先生に英語を敎へて下さるやう御:頤ひしました 

が,却々承知して下さいませんでした。其中に夫人が二人の小さい御孃さんと御一緒に御歸り 

になり，賑やかな御家庭になった頃（明治38年）の或日,突然先生が「村本さん,エスペラン 

トを稽占しませんカゝ」と申されるのです。私が「エスペラントとは何ですか」と御尋ねすると, 

「ポーランド人ザメン汰フの作った世界盘だ,今度妻にこれを敎へやうと思ふから,君も一緖に 

習ふたらどうだ,テキストは英語だから,英語も一緒に覺えられるぞ」と云はれるのて,私に 

は大變な重荷ながら,英語が習へる嬉しさに,有難うございますと引受けてしまひました。隔 

日に,一週三Hと授業日が決って，御宅へ通ひました。テキストはレヴユー・オブ•レヴユース 

社發行 “Esperanto, The Studenfs Complete Text Book・” J. C. 〇,Connor 著でした。英 

語に御不自由のない夫人の御邪魔にならぬやうにと随分努力が必翌でした。但L私にも少許ハ 

ンディキャップがありました。そ扌しは中學は私が佛蘭西語でやって居た事でした。ディマンチ 

ョ•サンディと覺えるより，ディマンチョ•ディマンシュと覺える方が似て居る丈け覺え易い 

のです。しかし飛んだ學友が出來た爲に夫人は大變な道草で,御迷惑は少くなかった事でした。 

それにも拘らず少しも惡い顏をなさらず誠に氣持よく御つき合ひ下さった事は今に忘れないで 

居ます。今日の御盛名もあの方ならばこそと感嘆して居ます。先生が英語で,エス話通信敎授 

をなさいましたのむ 其頃で，發送やガリ版刷の御手傅を時々致しました。其受講者が買ふだ 

わうから小認彙を印刷出版せよと先生の御勸めで,英エス，エス英の小辭書u A Short Voca- 
bularyを發行しましたが,原稿の訂正や校正迄先生のおカ添で完成出來たのです。跳阈エス 

ペランチスト年鑑の名簿に登錄して貰へと,先生の御勸めを承諾すると,私が手紙を出してや 

ると仰莒って,御自分で書いて下さいました。同時にBritish Esperanto Association入會の手 

紹もして下さいました。其頃は名簿揭裁を承知したと云ふことを必ずザメンホフ博士が自筆で 

全文を書いて答へられました。此端書を失って甚だガッカリして居ます。登錄祈號は11839で 

した The English Esperanto Dictionary の著者 Rhodes が 5260 で Esperanto-Engiish 
Dictionaryの著者A. Motteauが6266でしたかし其頃にはまだ歐米でも無茶に澤山は加入 

者がなかった事と思はれます。夫人の令弟山任耕作氏宛の外國からの繪集書を數々先生が下さ 

って,君の名で返事を書けと仰誇るから，先生に訂正して戴いて出した事もあります。其頃山 

田氏は音樂學校在爭時代で，休暇中は先生の御宅に居られ，前記の學生諸君と共に起居さ才しま
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した。夫人から色々同氏の噂を聞いて居ましたが,又御目にはかかって居たのでせうが,名の 

り合って御話したことは覺えませんでした。しかし山田氏の方では私を御承知であったと見え, 

後に獨逸へ御留學の時に圖らず實業練習生として在獨中の私の從弟の處へ泊られて，麗山の村 

本なら知って居ると云はれたと云ふことを其折從如から知らせて來ました。

エス文を活版で印刷したのは恐らく日本では私が最初ではないかと思ふて居ます。先生が通 

信敎授をなさった時のリーフレットが最初のものです。符號文字のĉがなくて'の上のAを 

切り取りcの上につけて用ひました。私の辭書A Short Vocabularyの時には「イタリック 

體文字はaのある文字の代りです」と斷り書をしてイタリック體文字で代用しました。丸山 

順太郞氏と先生の合著「世界語」の折には，やはり前記の通り削ったりくっつけたりして非常 

な手數をかけて送って問に合せました。

明治39年春母校の貶山師範附腕小學校の校友會の席でエスベラントを紹介しました。これ 

は私が公表の第一聲でした。同年黑板博士の御依賴で先生の通信受講者名簿の送附承諾を先生 

に願ったのでした。其數は數Ĥの多數に達して居ましたが過半數は名ばかりの連中でした。先 

生の冥慾と普及に對する御熱心から,六高の職貝生徒には無料で敎授すると云はれた處,只よ 

り安いものはないと云ふ位の氣持と,前に先生が六高校友會誌に,英文でエスペラントを紹介 

されましたから，アウトライン丈けは知って居た人もあり，ロ.物數奇も手傳ふて,我も我もと 

巾込んだので,あんな大變な數になったのですが,初めは少し位諛んだでせうが,問題の解答 

を出した人はいくらもありませんでした。其內先生が金澤へ鄧轉任になった爲,エス語も英語 

も御敎授が願へなくなり私の失望は一通りではありませんでした。せめてもう一年も御厄介に 

なって居たら，私の幸福は多大であったらうと惜しくてなりません。其後は專ら外國人と繪葉 

書や通信の交換によって獨習しました。

熱心な同志であった故赤木久太郞氏が初めて來訪されたのは40年か41年であったと思ひ 

ます。同君は時と財とに惠まれて居られ,自村に同志を募り自ら講饰となって普及に盡されま 

した。黑板博士の外遊中外國向雜誌發行の資金を得る爲，赤木氏を訪問せられた千布利雄氏と 

赤木氏の紹介で初めて當地で會ひました。初め赤木氏が日本エスペラント協會を振替貯金「1座 

の持主たらしむべく,基本貯金20慣）を（其頃は20側で無利息でした〕寄附されたのが千布氏來 

訪の機緣となったのでした。其時私は出資の餘裕はありませんが雜誌の奉仕的印刷ならば御引 

受したいと詰しておきました。此結杲42年の5月號から43年廢刊（外國向雜誌の）となる迄印 

刷と外國會貝への發送事務を引受けて居ました。發送を引受けたのは東京迄の運賃を輕減する 

爲でした，雜誌を引受けるとなると，どうしてもエス文用の符號文字が入用なので,東京築地 

活版製造所へ注文しましたが，面倒がって造ってくれませんでしたから，父の弟子で當地に活 

版製造所を持ってゐた三省堂主林崎將太郞氏に懇願してやっと造つて貰ひました。其內方々か 

ら文法出が發厅される樣になり，築地活版所でも，英必姿を認めて來たと見え，製造を承諾し 

て來ましたから，後には築地から買ひました。“The British Esperantistnだったかと思ひ 

ますが，エスペラント活字を入れる活字箱の作り方が出て居たのを,東京の印刷雜誌に投書し 

て掲載して貰ったのが此時分でなかったかと思ひます。

明治43年夏赤木氏と協力して，其前歸朝された黑板博士を聘して普及講演會を開きました。 

驟洞で出足をくだかれたにも拘らす;相應/）インテリ府の來聽者を得ました。翌日博士を送っ

ろプラットフォーム に待って居ますと， やがて着いた汽車の中に晋樂學校のユンカー敎授

，が乘って居られ・博士も其傍に乘車せられてエス語で私を紹介して下さったので敎授と數語を
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交はせました。之れがエスペラントで外人と會話した餃初でしたくガントレット先生は別とし 

て）,若い時分の事ではあり無上に愉快でありました。前に書きました茂風年鑑の名簿で名を知 

られたのと，梅東の戰捷國力嶼味をひいたのか,此頃は盛に世界中から繪ハガキ交換や通信の 

希望者が殺到しさした。パラグワイ，ウルグワイと云ふ樣な處からも來ました。こちらも面白 

いので時々返事をし玄したが終には出しきれなくなって，もうやめると書いたり他を紹介した 

りしましたが辰後には大分默殺しました。後た肚前科を次男に發見せら九て攻められ,甚だ赤 

面しました。昭和5年頃からエスペラントを始めた次男が,休暇中に歸省して，仕舞ひ込んであ 

った昔の繪葉書や手紙を出して謎んで居ますと，「葉書をやったのになぜ返事をくれぬか」と云 

ふ小言を書いたのが三つも四つもあったと中す事でした。相濟まぬ次第です。失敗はまだあり 

ます。印刷機械のカタログを集めたいと思ひ亞米利加の通信仲間へ印刷器械製造者に知己があ 

るならカタログを貰って送ってくれるやうにと頼むと,間もなく機械屋へカクログを送るやう 

話しておいたと返事が來ました。績いて英カタログも來ました。此處迄は無難ですが，其機械 

屋から神戶の戏館へ手紙とカタログが來て,岡山の村本と云ふ者が機威を買ひたがって居るか 

ら往って注文を取れと云って來たと申して,わざわざ番頭が訪ねて來て,どうか注文してくれ 

と云って却々歸らない。斷るのに骨を折ったボカ;ありましたが米人の商寳に熱心なのに甚だ感 

心しました。獨人の中にアサヒグラフの樣な雜誌を小包料2［旬も拂って送ってくれた人去あり 

ました。こちらからは有樂社發行のグラフィックを送りました。日野大尉の飛行機や人力車に 

オートバイを取り附けた變な格好のものに人が乘って居る處なんかが載って居たので日本の未 

開を笑った事と思ひます。それに繪ハガキがまるで段ちがひでした。其癖値段が髙い事でした。 

之れは餘談ですが獨逸の一大學敎授からエスペラントせ君の國の言葉以外の言葉で返事をくオし 

と中して來ました。丁度其少し前に今金澤の電氣冶金工業所丧の東馬三郞君が六髙在學時代 

——前刀渡邊造兵少將と同級でしたーー私と佛獨語交換敎授をして居ましたので短文位自信が 

あったものですから下書をして當時岡山醫專敎授で有名な獨逸文法學者の故高橋金一郞先生に

きました。ニケ所言葉を置き代へたり直したりして下さいましたので。惡筆の草體獨字 

で書いて出しました。やがて來た先方の返事を見るとまるで銅版彫刻を印刷した樣な立派な草 

體獨字で書いてあって先づ肝をつぶしました。議んで見ると自分は今迄君の樣な正賂な獨文を 

書く者を見た事がないとありました。あのニケ所の訂正がそんなに貴い價値力:あったのかと且 

つ驚き几つ先生の御厚殖の程を感佩致しました。或獨人が君程の文怯學者は獨逸人中にも少い 

と先生に吿げたと申す事でした力:成程と合點致しました。先生畢生の大事菜大獨逸語辭書の完 

成を前にして先生の急死せられた事は我國學界の爲殘念千萬であります。

當地に戰捷記念圖書館と云ふのが縣の事業で出來ました。今の岡山縣立圖書館です。私が丸 

山,ガントレット共著「世界語」と私の小語彙とを寄附に往きますと,當時の司書官で元の祗 

の小學校時代の恩師龜山吉次郎先生から「エスペラントは社會主義ではないか」と詰問的に尋 

ねられて驚きましたが,それは間違ひでエスペランチストの中から社會主裳者が出てもエスベ 

ラントと社會主義とは別物ですと大いに蘇じました。其頃或小學校の英語の先生が，エスペラ 

ントには文學がないと中されましたカヽら，私はフンダメンタ・クレストマティオを出して色々 

說明し今に立派なエスペラトン文學か典って來ますと説いた事がありました。私の父は明治5 
年出京して當時官吏であり，三條公爵の知遇を得て居た兄の家に入り,頻に任官を勸められた 

のを斷り，實業に就くと申して令の印刷局の前身印書局で自費傳習生となって受業したと云ふ 

變り者で.明治19年に日本ローマ字會の會貝となり,同時にローマ孑活字を購入したと云ふ
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ノ\イカラ屋でしたから,弘のエスペラントに對しては滿陀の賛意を表してくれて居ました。大 

正になると間もなく父は業界から引退しまして私は次第に繁劇となり健康を携ねる等の事があ 

りエスペラントからも引退してしまって現在に至った譯であります。小坂氏は最初から異色海 

る熱心家と遙かに敬怠を拂って居ましたが，たゆま即御盡力で學會が今日あるを得ましたのは 

誠に故ある哉と感心して居ます。同時に學會創始以來同君を御援ぬなさっていらっしゃる諸氏 

の變らぬ御熱心を倉敬致します。皆樣の御カで益々此運動の倬大なるものとなりますや几皆 

樣の御健康とを祈って筆を擱きます。 用蔚・

損得の話を落しました。辭書の出版は無論損でした。雜誌印刷キ損になりましたが，これは 

初めから奉仕的にやる積でしたから損をしたとは中兼ねます。CU- 5・3・)

おお偉大よ,偉大よ

小坂狷二

『かう私の心は絕叫した。それは明治39年の初夏の,草や木の葉が發育あり餘った自らの 

为に，わななきそよぐ頃であった。その日手に入れた人類語エスペラントの敎科さをまだ牛衣 

讀まない內に,感じ易い少年の心は,偉大な何であるか名をまだ知らない,只偉大そのものと 

も思はれる或るものに觴れて高く髙く鳴った』と松崎君譯『愛の人ザメンホフ』への序文に書 

いた如く私が卑習を始めたのは明治39年陸軍中央幼年爭校在學中の均歳の時であった。前 

年2月銃劍術の際强く胸を突かれたのが原因であったか丁度當時'流行してゐたコロツブ性肺灸 

にやられ麴町隼町の兄軍第一衞戌病院に入院して癒ったのが,又8月の鎌倉の游,永演習で生憎 

不順で冷え込んだせいか9月に本科二年になってから,又體の具合が惡くその年の暮から—ケ 

年間『自宅療靈』の許町を受け橫須賀で靜養してゐた頃であった。夏にはいつし 田戶海岸に小 

さい家を借りて畫間母や姉妹と樂しい日を淤る習慣で其處へは若い人々が遊びに來たものでお 

る。その中にその春加藤節氏の講習を受けた今澤秀雄氏あってしきりに今世界中に普及しつつ 

ある新しい世界語エスペラントの吹聴をする。何にまれ學習慾に燃えてゐる少年の頃ではあり, 

且つは負け嫌ひの伽から7月の末本屋へ長谷川二葉亭の世界語エスペラントが着荷するのを待 

ち兼ねて買ひ込み海岸の家へねころがって三日程で讚み上げた。動機は此の如く單に人のやる 

ことなら負けて居れぬと云ふだけであったが,兎に角數貞讀むか讀まぬ內に14炭の時から學ば 

されてゐるむづかしいロシャ語に比べてみて,此の語のまことに巧妙な文法に感じたと云ふば 

かりでなく,何か不思議なカ，それは二葉亭の小册了には暗示さへしてはないのであるが,單 

に此の新しい言語そのものを通して來るべき人類の醍結はこれだと云ふ樣な印象を受け,何と 

はなしに自分の一生と此の预しい人類の言葉とは縛られてもう雜れやうにも離れられぬ謂はば 

厌緣にあると云ふ感が湧き起るのを覺えたのであった。早速今澤氏に學習を始めた事を吿白し 

て日本エスペラント協會期賀支部會に入會した。當時支部は,その創立の歷史的關係で所謂 

本部たる協會とは獨立して居り,會貝から毎月5錢宛會費をとり本部の機關雜誌Japana 
Esperantistoを買入れて配布することになってゐたCその前に二囘程小さい學習用膽寫版刷が 

配布された。然るに8月協會の雜誌J. E.第一號が出て見ると記事ばかりで•學證欄がない。是 

では普及上無借値であると云ふので會費を毎月1〇錢とし協會の機關雜誌の外に支部で跨寫版刷 

の通信敦投をつけることになり發音の講茂や，當時よく便はれてゐた英語cと云ふより米語)叙
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本National Ist Readerのエス譯Hundo. Gi estas hundo...などが抿載されたC製本はせ 

ず,半紙半分をまた二つ折りにしたバラの刷物である）。

其後處は忘れたが今澤氏に紹介され加藤節氏（高等漏船學校學生）にお逢ひしたことはあっ 

たが支部の會合には出席せず一人でコツコツ研究してゐた。尤も翌年卒業の前まで學核は休む 

つもりであったので解析幾何だの3!學Cmeĥaniko;だのロシャ語だの學校の方の種々の獨習 

の傍に少し宛やったのである。其の年1〇月28日の橫須賀支部第一囘大會には今澤氏にすすめ 

られて出席した。その事に就ては嘗て本誌に書いたことがあるから略す。

翌40年1月26ロ支部に就き章要な協議をしたいから參集を乞ふと云ふはがきが來た。雨が降 

る寒い晚であったが事務所の汐留幼稚.胡へ出かけた。集ったのは支部長高崎,幹事授福本,幹 

事中里の三氏と私だけ。創立者加藤氏は顏を出してゐない。幹事長の說明によるとエスペラン 

トの流行は全く下火になり會費も集まらぬしその上加藤氏が海軍:に於ける實習を了り練習 

船に乘込むことになったから支部を解散する。熱心な會員て繼緬して行きたい人は直援本部協 

會の方へ入會して貰ふことにしたいとの事。大に憤漱したが何とも致し方なく，1月28 □附は 

がきで會員へ支部解散の通達があった。早速協會へ入會を巾込んだ。然し百何名の支部會員で 

協會の方へ入會替へをしたのは私と高崎會長の二名だけで,支部は全く消滅の形になった。

其後加藤氏が仕方がないから今澤氏と三人て回邁雜誌字やらうではないかと相談された。

3月（明治40年:唆くなったので幼年學校へ歸校したがよ々回遊雜誌が來ない。とうとうしび 

れを切らして自ら冋で雜誌を書いてこちらから加藤氏の方へお注りした。然しそれはそれなり 

で終つ.て了った。歸校後二三人の者にエスペラントをすすめた。勿論本はないので自ら西洋賢 

紙に書いてそれを與へて學書させた。その中に同じ中隊C第二中隊）の币松（後飛行隊に行き帝 

都から所澤への歸途代々木で火災を起して墜兀した）や同中隊の一期下の可兒など云ふのに敎 

へた。五月末明治天皇御臨幸のドに卒業式があって6月初東京灣要塞砲兵聯隊へ配屬された。 

今日の野朝重砲に當る第4大隊第12中隊に附けられたが中隊に1毎志願兵が二名居たのでそ 

れに宜傳をやった。當時は協會のJ- E.の外に佛國で出してゐた美しい繪入のTra la Mondo 
と云ふ雜誌を購讀してゐた。

一年前から健康上陸軍をやめるかどうかと云ふ事が一家の問題になってゐた。小供の時から 

診て貰ってゐた橫須賀の湖南病院山田院長c元陸軍一等軍肉正）はやってやれぬ事はあるまいが 

陸軍などはつまらぬから止めろと云ふ東京衞戌病院長平井軍醫正C後赤十字病院長）もやめたが 

いいと云ふ。そこで最後の鬣案を亡父の親しかった赤十字病院長摘本綱常博士に下して貰ふと 

大丈夫だからお親父の後をついで軍人をやれとの事で兎に角那業することにしたのであった。 

然し學校では大勢仲間が居るので本人たる私は止めたくなかったのだが聯隊へたった一人で來 

て見ると成る程山田院長の云ふ通り每日馬に乘って十二サンチ榴彈砲を引っぱって練兵場をぐ 

るぐる廻りして一生を暮す，これはたしかに面门くないと氣が付いた。丁度7月富I:の裾野に 

實彈演習に來てゐるうちに黃疽にかかり横須賀衞戌病院に入院Lたのを幸として，9月に陸軍 

をやめる事にした。

さて暇になって見ると解散せられたる橫須賀支部の再昵の問題である。親友の中溝新一君を 

先づ仲間に引き入れて床の巾で寒天版で小雜誌『吾等』く後Jokoska Esperantisto）を印刷し 

て宜傳曹及に着手することにし明治40年10月兎に角まことに微力乍ら歷史的なる腳賀の運 

動再擧を圖ることになった。

一方陸軍をやめて方向轉換をやるに就ては山d!院長は是非醫學をやれと半强制的に獨逸語を
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敎へられたがどうも理科か丁.科が性に向く樣に思ふので英語を始めることになり,初め知人の 

海軍中尉にNational Readerの1と2を,豐島小學校の中野凌雲先生に同3, Union Forth 
Reader, FranklinのAuthobiographyを敎はった。此の先生は每日熱心に學校の歸りに宅へ 

來てくれて深夜迄敎へてくれた。何分速成だから豫習に一日に百詰毒字引を引かねばならぬ。 

その當時のノートを見ると例へばhimと云ふ單語にロシア語で「heの役格」などと刻命に書 

いてある。此の間も每月かかさずJokoska Esp istoは發行しつづけた。翌41年10月上京 

して午前中は正則豫備校,午後は正則英語學校へ通った。校主齋藤秀三郞先生の前置詞の講義 

を聽く 〇その講義振りとそのsystematic study of Englishの方式にすっかり魅せられて了っ 

た。張り切った愉快な九ケ月を送った。私の今日のエスペラント硏究は全く齋藤先生の 曲む 

moめ模倣である。又今日英晤で物をおくカカ;出来たのもひとへに正則のお蔭である。

明治42年春支部の會員も少しく增加したので協會へ正式に復興を屈出ると千布氏から支部 

文庫へ數冊の書を贈られた。エスペラント書が買へぬ當時エス文圖書を手に入れた始めてで大 

なる寡びであった。第一髙等學校入學準備で,それこそ刻苦の時期であったが我漫が出泉ず， 

韻文脚の!olantoを繙いてみると字引なしで樂に讀める。字引なしで外國語の書物が讀めると 

は思ひも加けぬことで，我ながらびっくらし乍らー氣に全篇を讀んで了った。

その後30年の年は夢の樣に流れたが學習の最初に運命づけられた通り,忠實にエスペラン 

ト陳營の一兵卒として働かせて貰って來た。所謂人生の定命をかく過ごして來た私としては此 

の後何年か知らないが生を了る迄皆樣の後について我にとって神であるザメンホフに對し歡售 

報謝の生活を送りたいと思ってゐる。 ， .

思 ひ 出

丘 淺次郞

私が初めて「エスペラント」を知ったのは全く偶然でありました。それは明治24年（1891） 
の4月の或る日，ドイツ國フライブルヒ市の或る書店へスヴェデン語の字引を買ひに行きまし 

たとき,語學書類の列べてある棚の上にDie Weltsprache uEsperantoと題する小さな薄 

い書物のあるのを見付けたからであります。私はそれより數年前から「ヴォラビューク」を學ん 

だり「ジレンゴ」（我らの語）と名づける一種の國祭語を门分で造ったりして，國際語問題に 

は大に興味を持って居た曉でありましたので,直に之を買ひ求め,持って歸って，その日の中 

に讀み終りました。併し，私はその後「イディオム•ネウトラル」の仲間にも加はり「イド」が 

出來てからはその會員にもなりました故「エスペラント」を艮い國際晤の一つでちるとは考へ 

ながら,純粹なエスペランチストには成り切らずに居りました。

斯くして15年を經て,明治39年に初めて日本にエスペラント協會が出來ましたとき，直 

に之に入會しまして,その後は例會には殆ど缺かさず出席して居りました。或る時の例會で私 

は次の樣なことを云ふた覺えがありさす。「私がエスペラントを學んだのは甚だ古いことであ 

るが,同語には私に滿足を與へぬ點が二三あるので,直に純然たるエスペランチストには成り得 

なかった。卽ち私は今日までは半エスペランチストであったが，今日からは不滿の型iは暫く忘 

れることとして,全エスペランチストに成る積りである」。そして，實際その通りにして，それ 

から後は,外國から「イド」その他の國際語で書いた手紙が來ても,返爭は必ず「エスペラン
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ト」で:書いて送りました。そのため，ロシャの「イド」連中から「日本人は進步的であると聞 

いて居たが,君がエスペラントに固まって居る所を見ると存外保守的な民族と見える」などと 

皮廃な手紙を受け取ったこともあります。 ・

例會を開いた場所として.記憶に殘って居るのは銀座の裏通りのカフェ-松下であります。 

集まる人數も少ないので二階の狹い部屋で足りて居ましたが，時々外國人の來會があるために 

インテルナッイアの感じが濃くありました。人會としては鶴見の花月園へ行ったことを覺えて 

居りますが，之も頗る愉決な會4でありました。

古いことは大抵忘れてしまいまして，記憶を搾っても思ひ出せることは僅よりありません。 

槪して云ふと,私は霞際の宣隠運咙には甚だ不勉强でありまして,銜手像ひに下手な講演をや 

ったことは幾度か有りましたが，將に覺えて居る様なものは一つもおりません。また自分用と 

しては始終エスペラントを用ひて居りながら學問上 その他に外に向ふて之を活用したことは 

一回もありません。卽ち日記とか硏究のノ ートとか（ま悉くエスペラントで書いて居りましたヵ: 

論文を發表する如きことは無しに終りました。

翌するに私は初期のエスペラント連動にはただ蔭で成功を祈るだけで實際には殆ど何の努力 

もせずに居りました故甚だ殘念ながら，今日の若い方々にその頃の模樣を傅へるに足るやうな 

事柄の記憶が一向ありません。事によると私が初めて「エスペラント」を知った時に直にその 

缺點と感じた二三の點が心の奧に呼時までも殘って居て，私をして熱狂的なエスペランチスト 
に成らせなかったのではないかと£思はれさす。現に自分用の日記やノートを畫くに當っては 

私は malgranda の代りに parva; maisupra の代りに infra; maldekstre の代りに sinistre 
・と云ふやうに勝手な字を使ふて居りました。

明治25年エス語について聞く

下瀨謙太郞

世界語ということに私の灭味を感じましたのふ 偶然尸に入りましたVolapŭk手引の小册 

子からであります。夫は恐らく明治22年頃或はそれよりも以前のことでありましたらう。其 

時私は高等中學校第三部に居りました。時間が相當多く，殊に緣の遠いVolapiikなどに沒頭 

することを許さなかった事情もありましたか,理思として結構に感じた割合に學び易くないと 

云ふ…點に少なからず遺憾を覺えたのでありました。その本は今はどこにいったか見當りませ 

んが,たしか神田明神の近くの林とし、ふ古木屋で買ったもので元軍驚總監をしてをられた松本 

順さんの長男で松本鹏といふ人が長くドイツに屋學の後歸朝さ扎ま4なく不慮のことでなくな 

られたのでその方がドイツからもちかへった書物の中の一つだったらうと老へます。

其後エスペラントのことを耳にしましたのは明治25年頃のことだったと思ひます。どうい 

ふ機會にどういふ風にして矢!!ったかは今でははっきり致しませんが當時大麼に在學して醫學を 

學んでゐた同級の交遊仲間の橋本節齋，藤浪監岡村龍彥君らの間で話がでたのです。その當 

時誰が一番先にエスペラントといふことを如ったのかわすれましたが私がVolapiikの話をし 

た處誰かがVoSpiikよりももっとよいエスペラントといふの力:あるといふことを云ひだした 

のです。その時から私はエスベラントを學びたいといふ氣持をおこしました。併しその時分工 

メペラントといった處でまるで妻をつかむ樣なものでネ屋ではさつばりわかりませんから書物
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を手に入れよ5としても不可能でした。

私は明治29年に大學を出て5月から軍醫生话に入りました。卽ちその當時は日淸戰爭終局 

の歲で，平和克復の詔勅を拜しましたのが5月5日でありました。任'占と同時に熊本衞戍病， 

院附に補せられまして戰地から還送された巫病者の治療を擔任しました。その際歷戰軍翳から 

聞きました經驗談の中支那の傷病者を取扱った時支•那語の素養ある者がな < て同文とは云ひな 

がら筆談でも十分に恵味が通ぜず急住込の支那35でも間におはず先方に日本語を敎へるとして 

も同じ事であり筍柄が治療に亘る丈に實にもどかしく感じたを9ふ經驗談を常にきかされたも 

のです。その時共通晤彭ればどれほど便利だらうかといふことを一層深く考へさせられました。・ 

明治32年秋陸軍省醫務局課員として勤めることになり仕事の一として外医文書の保管や取 

扱がありましたが各國の言葉力:夫々異なる爲に,字引丈を蔽にして仲々面倒でありました。こ 

れらがすべて國際中立語でかかれてをればどんなに便利だらうかと思ひました。

明治33年¢1900）初夏の頃所謀團匪半件がおこり歐米各國の軍隊が北支那に集中した當時 

日本からは福島派遣隊が之に參加L私はその衞生豫備貝の一員として從軍1たのであります。 

太沽,天津,北京の問に於て各國軍共多數の傷病者が出來ましたので前方又は後方の陣地に於 

てお互の傷病者を處理する必要も起り,又各國部隊の衞生狀況に關し多少の折画交涉もあり又 

軍翳同志の來往交驪も酸々行はれました。

當時の派追軍は「I本の外に英,米，佛,獨，換,伊，露。七ヶ國でありましたが公私の用語 

は槪ね英語か佛語に限られて居りました。併し各部隊と直接交涉の場合は矢張夫々の试語を必 

要としました。しかも我々の交涉は多く醫學に關係があったので醫學をしらぬ一股の通譯もは 

ちっとも役にたゝぬ有樣でした。

軍醫の間では一人で各國の言葉を自由に使用し得た者は絕無で二三の國語をよくした者は獨 

換尊の軍鶴に多かった樣であります。英米佛伊の軍醫では自國語以外の言葉を話す者が殆んど 

無かったかと思ひます。

言集の不便亡就ては屢妥蛊り合ふ機會がありましたがエスペラントに就いて多少の知識を氐 

ってゐたのは蕊國と塊國の軍笛一雨名で其他は全く不案內の樣でありさした。

北淸事變が終りまして私は明治34年屋軍から大學院に入舉しベルツ敎授及三浦博士の許に 

內科を專攻することになりましたが，硏究中諸外國の文献を涉锻することになり,其都度一方 

ならぬ苦痛を甞め盡しました。若しも專門話の發表が皆エスベラントになったならどの位むだ 

が省けるだらうと密局の同人樫田魁一郞,岡田榮吉君等と屢々話し合ひました。英後岡田君が 

獨逸に留學することになりましたので彼地到・着後爪速エスペラントの獨修書を送ってもらう樣 

くれぐれも依賴しました。35年（1902）の春岡田君が約束に從ひミユンヘンからエスペラント 

の獨修老を送ってくれました。これは1891年Miinchenにゐた球備陸車大尉L匸dwig Meier 
が自分で出版したもので"Vollst^ndige Methodische Grammatik, Formenlehre nnd Syntax 
der Internationalen Sprache Esperanto'9 といふ菊版 68 頁の小册子です〇

好奇心に燃えて吐獨修書を貪り讃みましたことは今比忘れ得ないのでありますが,何分相手 

のない獨りぼっち，また全く實用の見込をもたずにやることですから根氣と共に腹々斷續する 

のでした。無論病室勤務や硏究方面で仕事はカー杯で,殆んど餘力がなかったかもしれません。

明治37-8年の日露戰爭終結の後卽ち39年¢1906） 8月に"La Japana Esperantisto 
が創刊されました。その年の!〇月私は北京の日本公便館醫務を摊當することとなり束京豫備 

病院の殘務を半にして渡淸しましたが,前年のエスペラント熱を境直したり,Esperantisto 01
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刊號を樂しみにして携行しました。勿論先にのべた獨修書も行李の中に藏めてをいたものであ 

ります。

併し往て見ると支那語を學ぶことが當-面の急務となりましてエス書を取出す遑はありきせん 

でした。

北京の駐在は7年許でありますが,其問外交團區域の傅染病豫防問題,特にペスト，天然痘 

のことに就ての會議,又徳生上に關する協議等が常に開催されますので各國の言集の異なる所 

力心意外の不便不自由を感じて,會議用語がエスペラントになって共通する日は如何に愉快だ 

らうかなどの欠張夢幻を逐ふ樣な心持は鍬れませんでした。

それから歐洲大戰mのことですが此時及び其後ほど國際語の必要を痛感せしめた事は從來曾 

,ってないことと存じます。戰時に於ける赤十字の事業の如き云ふまでもありますまい。

その頃から日本の各地にエスペラントの硏究が盛んに行はる 、樣になった梯でありますが私 

としては親しく之に參加する程の境遇に居りませんでした。

其後大正9年臺灣に赴任しましたが當時彼地には旣にエスペラントの講を會が有りましたが 

之にも參加するまでに至りませんで病氣の爲辭任しました。その後犬正12年旅順に赴任しまし 

たがその當時大速,奉犬,撫順等諸處にエスペラントの講習が盛に行はれてゐました。その翌年 

に,大連に放送局が新設せられ逸早くエスペラント講座が開催せられ尾花講師の開講の辭を工 

ス語で述べるをききました。これが私がエスペラントの發音を耳かち聽いた始めでありまして 

愉快に堪へませんでした。その後のことは今度の御尋ねの範圍を脫してをりますからここに审 

上げません。（昭和4年4月ザ祭における談話要旨として後日下瀬氏が自ら書かれたものの 

中より拔萃し二ニケ所昭和10年4月下濟氏の編者に語；:つれた談話により同氏の同怠の下に修 

正せしもの）〇 ,

•エスベラントご私

吉野作造

石井硏堂氏の增訂新刊「日本事物起原」に「日本エスペラントの始」と題する一項がある。 

その中に

吾が國にてこの新言語の硏究と普及とを計れるは明治39年ころよりのことなりとす。卽 

ち38年の4, 5月頃，束京帝國犬學敎授文學博士黑板勝美エスペラントに關する談話を雜 

誌「直言」に揭げし時は絕て反應も無かりしが翌39年5月讀賣新聞に再び同氏の談話筆記 

を揭ぐるに及び漸く世間の注意を引けり」

とあるが私は之より先き明治36年5月發行の「新人」誌上に「肌界普通語エスペラント］ 

と題し可なり詳細の紹介を公にしたことがある。之はその當時愛記して居った倫敦「レゲヰー. 

オヴ・レヴヰー」誌に出て居たウヰリアム•ステッドの論文を譯したものであった。

いま正確に記憶して居ないが，ステッドはその頃熱心なエスペランチストであり,36年の春 

頃よりその主宰せる「レヴヰー•オヴ・レヴヰー」每號の誌上に，その普及宣傳の爲にーニ頁を 

割いて居った樣に思ふ。二三月頃の號に彼れの詳細なる說明のあったのに典味を感じ，直に之 

を譯して「新人」に寄せたのである。「新人」は海老名彈正先化の牧せる木鄕敎會の靑年信徒の 

宣傅機關で，同先/上を主宰とし,犬學々生たりし私も，その編笹同人の一人であったのである。

「新人」への寄稿と同;爲に丨レゲヰー•オヴ・レ•ヴ・  ヰー」の廣吿に依りオーコンノル善「エスペ
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ラント」と云ふ獨案內を倫敦へ注文した。この木は今以て所藏して居るが，ロ月10日到着 

の附記があるから,私も明治36年の1!月か门之を學び始めたと云ふわけになる。其:55目に 

もやらな力、ったし又間もなく中止したから,物には勿論ならなかった。物にならない者は今日 

も仍然として舊の如くである。

そんな次第であるから,當時黑板博士の樣な熱ひな硏究家のあることも知らなかったし,又 

其後協會の創立を耳にしても入らうともしなかった。大學でみ小野塚敎授より雇敎師のブリデ 

ル先生がその方のことに明るいと聞いて，一時親しく敎を乞はんかと考へたこともあるが，面 

倒臭がった电のか遂にその慰を果さなかった。 「ミ

「新人」に寄せたエスペラントの紹介の拙稿の全文を次に再錄する。原文の儘を存し故らに斧 

鉞を加へない。

ife界普通語エスペラント

普通語の必要 歐羅巴のごとき四隣外國と境を接する國 

々にありては，言語の同じからざるため不便を感ずること 

頗る人なるものあり。況んや交通發關の發逹と共に殴際的 

往復の頻繁ならんとする今日に於てをや。海牙の仲裁々判 

所に提起せられたる最初の事件は,羅馬敎會に殘されたる 

十五茂磅の財產の分配に關する米•墨ニ國政府の爭議なり 

き。共時の公用語の種類を阴くに，敎會はラテン語，米國 

政府は英語，墨國はスペイン語,五人の判官の中,裁判長 

はディン語,二人は和蘭語,一人は英語,一人は魁語,原被 

兩吿の辯護上は白耳義人にして佛語を用ひたりとぞ。其混 

鮒隹知すべき也。 ・・

c以下約二千二百字あるも宣博記事につき興味う 

すき故省略す一編者）

追 記 ,

石井氏の記述に依り明治38年度の「直言」を調へて見た。3月19日發行の第7號に堺枯 

JIの署名ある「エスペラント語の話」といふがある。ーと通りの說叨はここに改めて紹介する 

までもあるまい。只最後の二句を引用しておく。

△日本で此エスペラントの半に注意して居る者は,東京大學の黑®勝美氏と長崎に居る佛 

蘭西の宣敎師某と外にーニ人しかないとの事。

△佛國の社會黨が此エスペラントを世界語と認め英戰士に學習を獎腫するの決議をしたと 

云ふ前號所載の剪蛮に因み,吾人は黑板氏の談話に依って此記事・を作った云々。

堺君をして黑板博士の談話を載するに至らしめた佛國，社會黨の報道と云ふのをその前號に探 

すと斯うある。 .[•我盪E

〇薦國語エスペラントジ年 工月18 Hモンペリエに開會したる佛國社會革命黨エロー 
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ル州會は資本家制度に對する階級鬪爭に萬國勞働者が能く其の意思を疏通し得ん爲め，エス 

ペラントを以て萬國語と認め，各戰士に其學習を獎;®すべき事を決議したり。

C昭和2年發行「講學餘談」より）

■

日露役直後滿洲でエス語を學ぶ

高橋邦太郞

私がエス語に接觸せるは日露戰役直後明治40年1月2?日大連に於てJ. C. 〇,Connorの 

Esperanto, The Studenfs Complete Text Bookを手にせる時に始まる。當時私け野戰鐵道 

技師として昌圖以北の鐵道復舊に從事中の頃であった,同線路は露軍退却の際完膚なきまでに 

破壞して行ったものであつた。右復舊工事一通り完成した後大連に出張せるに同地丁援班の事 

逆員たりし知人故藤ni榮一氏かわエスペラントなるものを知ってゐるかと問はれ，それに就て 

は何時か讚賣新聞かで一寸讀®だ事があると答へたら，然らば該語學考を紹介しやうと言ふ。

イヤ御好意は有觌いが人造語亠どは先づ御兔を蒙りたい。私は今公務の餘暇に支那語を習って 

ゐるが,それさへ稍あきが來てゐる。此上妊語同樣のエスペラントなどとても學習の餘裕も希 

早もないと答へたら，藤田氏は口分に見る所あってお勸めする。兎に角一應其人に逢って御監 

なさいと無理に紹介して吳れたのは同じ工場に勤務中の武藤於菟氏であった。同氏は一通り工 

ス語に關する說明をされた後,委細は此本にてと貸して吳れたのは蘭掲の敎科書であった。私 

は否應なしに借り受け,カバンに入れて歸任の途に上った。

こゝで一言御斷はりしますが,「エスペラント」誌本年3月號に揭載の拙稿及び其他の追憶談 

に,私は明治37年冬エス語を習ひ始めたと書いたが，今日に至りそれは全く私の錯覺であっ 

た瞬を發見し，如上の年月日を確認するに至りましたか以,此序を以て訂正し 謹んで輕卒の 

罪を御詫申します。 「 ::-

其頃薇地の鐵道は主として軍需品輸;会に便用され,客車と申しても古型の三等車計り,然か 

も英數極めて少なく，皇族か高官の外は便乘を許されなかった。私は其時四五人の便乘者と相 

携へて小窓さへ無い有蓋貨車內の客となった。車中の徒然に私は例の本を取り出L魄'蜀の灯影 

でベイヂを繰り始めた。

ああ何と云ふ素晴Lい事よ!私は今英書に依り此奇蹟的國際語に就いて讀んでゐるが，口分の 

過去を顧れば，斯く英語を解するまでに,どれ丈靑年時代の大切な時間と腦力とを費した事か。 

否これは自分一個の問題でない，我國の中等敎育に於て英語の敎授に伴ふ有形無形の損失は實 

に測り知るべからざるものが法る。こんな事を考へながらペイヂを繰る間にエスペラントの文 

法は大體呑込めた。エスペラントは他の外國語に比し十分の一の努力で僅に十倍の能率は上げ 

得られるであらう。單に異民族と接騒——然かも對等の資格で•一しゃうと云ふ目的の爲なら 

是までの樣に外國語學笛に浮身をやっす事はもう時代後れである。自國語を以てしては到底外 

國人と交際し得ぬ情ない地位にある我々日本人は我dら進んでエスペラントを唯一の國際的交 

通機關とすべきであると確信するに到り,其確信は一糸亂れず爾來30年の今日に續いてゐる。

約1週間の後私は獨言を言った「私はもうエスペランチストである」と。そこで私は初めて 

の試みとして武藤氏に宛て其好意を謝したるエスペラントの書面を淤った。

もう平和は恢復した。2年間滿洲の野に低迷せる暗雲のすっかり晴れ渡り，昨日までの不俱 

戴天の敵も今日は友邦國民同志と轉向した。そこで私は露語を知らぬを幸にエス語に依って其 

昨日の敵と愆思の交換を試みやうと思ひ立ち,同年3月請暇の上ハルビンに赴き，全力を盡し 

て綠星者を求めたが，エス語の讀物を買ふ事すら出來なかった。
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加之日露犬戰後尙日が涯いため市內け未だ尬:腥ぐ，白畫强盜橫行し,つい…兩日め前にも日 

本醫師一族が耀殺されたなど云ふ噂さへ耳にしたので,滯在2 Hて勿々に引上げた。

歸途私は或る外人と同車した。其人相から察するに彼はロシャ人でなささうだ。果せる哉彼 

は營口に住むギリシャ人の卷煙草商であった。其語る所に依れば彼は數ヶ國語を話し,ロシャ 

の卷煙草屋吿ビラを集めに行ったシベリヤからの歸途だとの事でお》った。彼は私に幾枚かの見 

本を示I,どう云ふ圖案が特に日本の軍人に氣に入るだらうかと私の总見を求めた。私は例の 

講習書を取り出し,其表紙に印刷してある星を指し「此星は私の帽罩に似て居らぬか」と問ふ 

たら「イヤそっくりです!」と答へた。 ・ニ為

そこて私は彼に,其星こそはH本軍人に取っては何にもまして氣に入りもし,魅力もあるの 

力7當り前である，從ってそれを商標にしたら吃度よく賣れるであらう,但丄其場合はそれを綠 

色にし,煙草に「エスペラント」と名付ける樣にと勸めた。

彼は此進言に興味をもった樣で，歸ったら早速實行しませうと約束した。私は喜びの餘り大 

切な講習書の表紙を氣前よく切取って彼に與へ，尙私の名刺を添へて言った。「『エスペラント』 

煙草を賣り出したら,此住所宛に御一報下さい」。彼は承諾した&

私は勇敢に,イヤ冃險にも此出來爭をエス語で綴つて當時の日本エスペラント協會の機關雜 

誌Japana Esperantistoに送った 實に私の生涯に於ける最初のエス文原稿である が, 

下手な記述はお恥かしい事ではらるが揭載に値しなかった。加之待望の『エスペラント』煙草 

もどうやら煙と消えて了ったらしい。

明治40年4月歸國後私は前任地福知山に歸り2ケ年住んだが,其間には何等記述すべきも 

のななかった。

明治42年から大正7年まての10年間私は大部分廣島で暮した。其間廣島髙等師範舉校敎 

授中目覺氏其他と同志として知合った。又其間終始一貫エス語蓮動に聲援し吳れた藝備日H新 

匱主筆故前EU三遊氏の献身的努力は廣島市エスペラントの歷史上特筆に値する。同紙は光年藏 

相たりし故早速整爾氏父君の經膏せるものであった。

明治43年5月成島に於て帝國鐵道協會の年次總會力:開かれた際,私は鐵道界に宣傅を試みた。 

其時の司會畫は生憎にもエス語に同情なき鐵道界の大先輩で,演壇の佩私の耳元で「簡电!」を 

連發されるので,私の講演はしどろもどろに終るべく餘儀なくされた。

然し引續き催された園遊會でエスペラントに就てもっと知りたいと色々な質問を發する人も 

五六人もった。其中には外國人の顏も見えた。私は大會後彼等にオ-コナの講習龙を送って, 

彼等がやがて同志になる樣望んだ。 ・

およそーケ月經ってから，果してあの書に目を通されたかどうかを探るため,其內の一人に 

エス語で手紙を出して見た。處が何と云ふ喜ばしい事か，折返しエス語の返事が來た。然し其 

復偶然汽車の中で其人に逢った時次の樣な申譯的辨解があった。

「實は折角君から寄贈を受けながら,あの本はー頁も讚まず，どこか本箱に押込んであった 

ので，君の手紙を受取るとあわてて,英本を探し出し，數時間學習の後辛うじてあの返事を書 

いた」との事であった。

其人と云ふのはトルストイではなく，琶琶湖疏水工事ーー從って日本最初の水電工事ーーを 

擔當せる靑キ技師として其名は海外にまで知られ,其後東大敎授又京大丁.厚部長となられた工 

學博士田邊朔郞氏であった。・・ 冷

明治44年12月私は水電丁事の用で遞信省に出頭した序を以て時の大臣林荒伯閣下を訪問
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L,大臣としてエス語に對する御意見を御奪ねした（當時同伯は日本エスペラント協會の名洋 

會頭であったが）所,同伯の言はるるには今大臣としては直接何缭後援を與ふると云ふ譯には 

行かぬが，其內閑散の身となったら個人として全力を盡さうと云ふのであった。されば其翌大 

正元年夏盛島に公務上出張されL際にも，停車場にて綠M庶を翳せる我々同志の歡迎を快く受 

けられ,尙我々c中に廣島高等師範學校敎授中目覺,乾環,神田正悌,高橋;羊,四野宮魁治，故 

河野元三,仲佐貞次郞,外三氏あり）の中心となり記念撮影の光榮を與へられた。然るに其錢 

1年足らず大正2年7月盜焉薨去された事は我エス語界の爲めにも實に追惜の至りであった。

林伯訪問と前後してC年月はハッキリせぬが）私は徳川公爵閣下を垂族會館に御尋ねした。 

それはたしか英國の同おから同公に言及せる通信を受取った時であったと思ふ。其時も林伯訪 

問の時と同樣エス語に關する御感想を叩いたら充分同情の御言築を伺ひ將來のため大いに人:養 

を强うするに足るものありと滿足して引取った。咋年東京にて開催せる赤十字社國際會議の樣 

な場合,日本を代表しての挨拶はドイツ國代表がドイツ語で話した樣に,堂々と日本語でやっ 

てのけちれるか，左もなくばエス語であったらと當時ラヂオで聞きながら思はずに居られなか 

った。

大止2年4月私が宣傅-講濱をやった時「质島新聞」記者が「3日間で習得出來る國際晤エス 

ペラント」と大活字の見出しで記述した事もあった。

同市で大正3年ハルビンのKostin氏夫妻を迎へた。彼は敎育家でハルビン市エスペラント 

會の書記であった。鐵道省運喩局長木下淑夫氏ーー大正!2年の保災で橫^せる——の好意で 

私は此夫妻を神戶東京金澤等へ案內したか;，到る處歡迎會が催された。

彼の講演は各地で好印彖を與へた。私は夫妻を京都や宮島へも案內したが,美しい景色を彼 

等は滿喫した。 ・ い

翌大正4年私は遊意勃々禁じ難く,中目敎授と相携へてハルビン,ウヲヂヲへとエスペラン 

卜旅行を試みた。: ”二

我竽は早くも長春Ĉ今の新京;）から東淸鐵逍c今の北滿鐵道）の賓客となった。我等のため特に 

車室を用愆L出迎へ吳れたのはコスチン氏とハルビンエス語會々長で,東淸鐵道の主任技師故 

Kazi-Girej氏であった。車中同氏の思ひ付に依り,我々エス證實用の虽初の試みとして,食堂 

車で同彳亍の日木人の爲に通譯の勞を執った。彼等は後の鐵道大臣仙石貢博士に率ゐられた张國 

議員の…行であった。ロ本語とエス語に，それを更に露語に通譯したり,乂それを逆にやって 

うまく成功した。 ・ •

8年前同志を求めて得な力:ったハルビンに到着すると，これはまた何たる變り方だらう。早 

くも乘降場に待受けたる多數の綠星燦として我等の行を祝福するが如く，溫かき握手の間に浴 

せかけられる彼等の歡迎の辭は一言一句明瞭に聞き取られる。此瞬間の感激は今尙ありありと 

記憶してゐる〇 •

翌日我代議士一行のため陸軍々樂隊入りの豪華な歡迎會が催された。我々兩人もそれに招待 

されたのは全く宇外の光榮であった。席上主客の間に交換されし三四の儀谡的演說は赢鐵よ〇 

同行せるモスコー大厚出片と云ふ某氏が通譯した。其時中目氏は突然立ってフランス語で謝を 

を述べた。それは援待員長ホルワート將軍に直按に解らせる爲であった。若し將軍がドイツ需 

を解すると中目氏が知ったならドイツ語で話したであらう。

此不恵の發言に些か驚いたKazi-Girej氏は私に□本語で話す樣にと囁いた,初めは私に工 

ス語の演說を所望したのであったが。私は氏の希卑通り日本晤で話した。
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續いてKazi-Girej氏の忘れ難い印象的な演說があった。氏は約20分にわたり自國諮で非 

常に雄辯に話した。

氏の演說は通譚されなかったから私に解らう筈はないが,後で示されたエス譯に依れば其演 

說中次の樣な一節があった事を記憶してゐる。

「莫物の靈長と誇る人間は少くも相互諒解に就ては動物に恥ぢなければならない。見られよ, 

我々今日の宴會席上主客共通窮に依り辛うじて形式的な挨拶を交換する以外は恰も製啞者の會 

合見た樣なものである。神ならぬ身の私はエスペラントの將來を豫知する專は出來ないが，外 

國の同志と斯の如く自由自在に胸襟を開いて親善を實行しつ、ある私は口匕の利益のためエス 

ペラントを捨る事は出來ぬ。又隣人の利益のため宜侮を思ひ切る事も出來ぬ云々」。

私は該演晩の梗槪を手交され持歸ったが,“Japana Esperantisto”の編輯者千布利雄氏は 

それを同年の口月か12月號に載せてくれた。

それから我々はウラヂヲストクへ向ったがそこでも同志はハルビンに劣らず親切に我心を耿 

迎して吳れた。Kokinと云ふ大きなカフェーの一隅で多數の客に耳新らしき言語て愉快に談笑 

してゐる我々□蕊兩國人の一團が一時彼等の注視の的となった事は今尙會心の思出である。

ウラヂヲからの露途我等兩人は再びハルビンに立寄り，奉天で別れた。それから私は北京（今 

の北平）へ行ったヵ:，車中車寧及び食堂給仕の如何はしい英殆に對しH本語と怪しげな支那 

語のみを以て應酬したさへ我ながら獲った旅客と思った。北京にてはUEAの委貝2名を花ね

たが逢へず大いに失望した。 ・ ・冷

…人はベルギー公使館員で犬戰に出征するために歸國して居り,もう一人は支那人であった

が其人を探すために，日本では何處でも見ちれぬやうな狹い路地に這入って行った。

然し幸にも私が明治35-6年頃福知山にて 道建設の練習を指導した支那の鐵道官吏で, 我

鐵道協會員である李壯懐氏を探し出し,彼の紹介で鐵适技師華通齊氏と逢ふ事が出來た。此人 

とは明治43年2月（同氏ペルギー留學中）以降數囘通信し合った事もあり,賓に不思議な邂 

逅であった。稍遲くはあったが,華氏夫妻は可愛らしい眼の混血兒を抱へて私を迎へて吳れた。 

華氏は沈默勝であったが,夫人は時々無意識に支那語を,例へば“vi”といふ所を「｛爾〇）」 

といふ樣に交へながら非常に洗暢に話した。彼女は私の記憶違ひでなければポーランド人であ 

る。たった其時丈ではあったが,北京でエスペラントでしゃべることの出來たのは實に嬉しか 

った。昨年10月我學會を訪れた華夫人と云ふのは卽ち其人であったと聞き,2!年前の快舊談 

を試みたかった。 ・二’執嚼

大正5年廣島髙等師範學校の英語敎授某氏と藝備□日新聞紙上エスペラントに關し論議した 

事もあった。又或時（年月日不詳）小坂氏とアレクサンダー女史を迎へ,席上流川女學校敎師フ 

ルトン孃の日本魏踊に打興じた事もあった。

大正5年8月にはウラヂヲ市エスペラント會々長公證人Vonago氏を迎へたが，同氏は英會 

の代表として日本エスペラント協會々長黑板博士に贈るべく特別に作った豪きな署名簿をもた 

らした。博士は其時京都に滯在中であったので,兩氏が京都にて親しく握手される樣前以て書 

面及電報にて出來得る限りの手配をしたが,生憎にも博士は其日奈艮に出張不在であったのと, 

京都驛の驟貝やツーリストビューロ ーとの諒解が不十分であったため——Vonago氏はフラン 

ス詰を話すが英語は出來なかったーー事は甘く運ばなかった。

其上氣の雷にも宮島から手荷物の連搬に手ちがひがあって，カバンが敦賀で手に入らなかっ 

たので,氏は日本の單衣と羽織の儘で乘船歸國しなければならなかった。氏は宮島湧在中我
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Tourist Bureauにエスペラントを採用する樣進言の書狀を出した。

大正6年4月Majstroの永眠を聞いて悲歎にくれた直後私は上海から杭州へ,更に錢塘江 

をジャンクでio日間にわたって遡航した。上海で二人の同志に逢ったが，一人は以前から楝& 

な西洋のエスペラント雜誌のために中國の古典をエス語に譯してゐた感國成（K・Ĉ. Ŝan）で， 

も一人は某英商會員陸式桔氏であった。上海滯在中は每日盛氏の訪問を受けた。

杭州の市技師徐安履氏も亦私を歡迎し,有名な西湖の靜かな水で,東京から携帶した新調の 

洗髦計の調整に,あらゆる便宜を與へ吳れた。湖匚、にある林和靖の墓側，梅樹の下,彼の愛撫 

せる黃鶴の塚がある，題して鶴塚と云ふ。近年の建設に係り徐氏夫人の手書なりとの事。これ 

はエスペラントとは何等關係ま無いが,林處士と梅と鶴の合作は我々□本人に取っては塞山寺 

の楓喬夜泊の碑と同樣に相當興味あるものと思ひここに附記したのである。

其タ徐氏の設計に成れると云ふ湖畔の某料理店に人り共に晩餐を喫した。會稽產の老酒三行, 

耳熱するに及び徐氏談論風發,世界平和のためエス語の必要を説く事切なり。數日前上海航路 

の我平野丸で英語に中毒せる私は初めて起死囘生の思ひをなすと同時に，賴もしき支那靑年と 

思ふた。

私の大正8年までの思出は先づこんなものである。私のエス晤を學び始めた頃は東京には主 

として千布利雄氏，橫須賀には小坂狷二氏など盛んに活躍して居られたらしい。Japana Espe
rantisto 誌上木村自老氏の我俳句に關する寄稿を讀み蔭ながら敬意を表した事も為ったヵ:,同 

氏は陸軍の佛語敎授と仄聞せるのみで今以て未見の儘である。

明治時代長崎でエス語をやった人

富松正雄

長崎は我國近世文化楡入の門戶として著名であるがエスベラントの我國へ渡來の門戶として 

閑却せらるべきではないと思ふ。エスペラントの發表は明治20年CL837）であるがその頃より 

長崎敎區の神父として赴任のフランス人Frenau師は浦上天主堂の設計建築に任じ明治40年. 

未完成の儘逝かれたが一方若い信者達に音樂を敎八鍬をとる手に探濟を奏でる技をも傳へて 

katolika bandoを創設するといった八面六臂のすぐれた人であったが私は人から同師がエス 

ペラントを學んだといふ事をきいてゐるC

其の後を繼いだRaquet師は鹿兒島敎區から赴任天主堂を完成し又佛和辭番を著したが私は 

今からio年も前であったか大浦天主堂の敎師館に病臥中の師を訪ねて五分間位ならといふの 

でエスベラントについて短い話をした事があった。その時同師はエスペラントはやりましたが: 

その時の本は今どこに置いてあるか記憶しないといふ程度のことで病が癒ゆれば先づ佛和辭典 

の再訂が終生の念願であると聞かされて歸った。兎に角これら牧師間にエスペラントがいち早 

く傳はり趣味として手をつけられたものらしい。しかしその年代はつまびらかでない。

長崎海星中學校がまだ縣甕询外浦町にあった時分A. Mistler氏:ま同校の物理化學の敎師と 

して赴任したが同師はフランスのアルサスローレンの生れで旣に母國にあってエス語の文法を 

學んだといはれてゐる。明治26年¢1893）に來朝して昭和8年¢1933）まで長埼に滯化してゐ 

たが（その間明治39年から大正2年までの間東京に轄任曉星中學の敎師をして居た）その 

後橫淤St. Josephi 0011egeのフランス語の先生として轉任した。同師は明治35年¢1902） B 
畸の或新聞にエスペラント紹介の記事を書いた。黑板博士がエス語に注意を啖起したのはこの•
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Mistler氏の記事だといはれてゐる。

Mistler氏が一時短星中學に於て約同數の日本人及ロシャ人の生徒約60名に對してエスペ 

ラントを敎へたとの事であって,盛んに通信もやったといはれてゐるが折から口露の風雲急を 

つげ當局の取調をうけたりしたので中止したらしい。同氏は非常に遠慮深く筆者が先年「長崎 

の靑年」に揭載された高原氏のtc Historieto de Esp.-Movado en Nagasakiをもたらして 

この事をききただしたが只一讀しただけでそれにふるる事を差控へるといった態度で我俱樂部 

の會合にもついぞ出席をしてくれなかった。

猶日本エス協會創立時弋の名簿の中に見出される橫山寅•郞氏は長崎市長をやり衆議院議員 

であった人,中村健三氏は判事であり城脅威信氏は縣會議貝であつたが旣に何れも故人であり 

どく程度にエスペラントをやったかわからない。又明治40年春頃協會へ入會した人に長崎高 

等商業學校の學生口中克二氏がある。同氏は後に東京や大阪に於てエスペラント運動のために 

・相當话躍された人であるときいてゐる。

思 ひ 出

月本喜多治

明治39年（1906）の10月に私は京都の大學醫院に入院して居った。脚に手術を受けただ 

けで他に是と云ふ病氣がなかったので小說や講談を次から次と讀んで大分飽きた時であった。 

遇然大阪朝日新聞に長谷川二琏亭の「【比界語」の廣吿を見付けた。其文面は赧早忘れたが世界各 

阈共通の言葉であると云ふ樣な事が書いてあったに相連ない。珍らしいものだ,どんなものだ， 

らうと思って早速其本を取寄せて見た。是が抑々私のエスペラントといふものを知った始めで 

あった。「度每日所在ない口を送って居た時であったので何遍か繰り返して讀んで見たものだ。 

其迄習った英語や獨逸語に比べて，其文法が簡単で規則正しく覺え易いのに驚いた。こういふ 

言葉が备國に通じる樣になれば自分がこれ迄英語や獨逸語に拂った樣な多大の苦心と勞ヵは大 

いに救はれるに相違ないと考へた。固より當時言語として以外に，遠大なるエスペラントの理 

想などといふ事は考へても見なかった。いはば唯珍らしい言葉だ,も少しやって見ようといふ 

位の單なる好奇心から學習を續けて行ったものだ。

其年12月の末に山梨縣の甲府に歸って,それからずっと大正3年C1914）まで住んで居っ 

•た。其間ちょいもよい人にエスペラントの事を話して見たが誰一人知って居るものもなく全く 

獨學餐習であった。唯一人明治40年に東大の醉科を卒業した某氏がエスベラントを知って居 

ったが一向學習の希望もない樣で相手にせられなかった。尤も其人はパトロ，パトローイ, 

ドーモ.ドモ-イといふ風に讀んで居た。當時そういふ樣に敎えられたのではないかと思はれ 

る。自分の讀み方と大部運って居るのでどちらが本當かと一時迷った事がある。

今から考へて見てどんな工合に知つたものか思ひ出せないが,明治39年Cl£06）の末に日 

本エスペラント協會の存在を知っこ昂速入會した。會貝章には720の番號があった。其時に 

クラヴァット•ビングロで綠星の眞中に日の丸のある徽章を貰った。

同時にヤパーナ•エスベランチストの配付を5けて「世界語」の字引とくらべて讀んで居た 

力;,間もなく協會から字書が發行せられたので大分わかる樣になった。

何しろ病氣が再發の恐のあるものであり,身體は不自由になったし,色々の點で可成悲慘な 



29 (213〉

思をして暮して居た時なので,新しい言葉，將來性のある言葉，エスベラントの吳習は,殊に 

多少外國語に特別の興味を持って居た自分には新たなる興味と人なる希望とを齎らして當時の 

苦腦を忘れる具となり又慰安を與へてくれた最も大なるものの-っであった。何か讀み物がな 

いかと思って東京の友人に丸善でさがして貰ったら是が一番よい本だといふて送って吳れたの 

がEsperantaj prozajojであった〇文法や7書が不滿足で今少し稻しいものが欲しいと思って 

丸善に取.り寄せて箜った,BorelのVollstandiges Lehrbuch, Jiirgensenのエス獨字典,Zam
enhof-Ĵiirgensen-Pagnier の獨エス辭典が明治40年Q907）の6月に到着した。其7月 

には Hamletoやドンキヒョートが手に入り,9月にはFundamentoと Krestomatioと 

FruictierのSintaksoが手に入った。其頃〇,ConnorのTextbookを求めた。然し其ボレル 

にしろ,オーコンナーにしろ,世界菇にしろ人にエスペラントをすすめるのに,此本を讚んで 

見給へと貸して仕舞った。其人はエスペランチストにならなかった樣であるが,本はとうとう 

鮒って來なかった。

明治40年C1907）の?月にヤパーナ,エスベランチストに出した和文エス譯の答案が賞・ 

に入って冇樂社の一佃の書籍券を賞品として貰った。譯文は極めて簡短のものであった。徽章 

といひ入賞といひ,今日から見ると何でもないものだが,當時の自分にとっては大變うれしい ・ 

ものであった。

其年にしingvo Internacia を注文した。F［接外國に郵便為替を送り手紙を出したのは生れ 

て始めての事であった。それで其四月號以下を購讚した。始めての事であり，多少不安を以て 

試みたのだが，希望通り事が運んで雜誌を受取った時は何とも言へぬ愉快であった。

明治 41年 ¢1908）に Aŭ strujo C 今 Pollando）の しwow に S. Mikolajski 編揖の Voco 

de Kuracistojを注文した。其7月號に松田恒治郞氏の手紙とならべて私の注文吉き,9月號 

に受取りがKorespondaĵoとして載せられた。9月號には,此手糸氏をシベリヤ經由の指定で發 

送後18日で受取った。日本との文通がシベリア綽由ではアメリカとの文通より多くの時日を 

要しない事を證明するものだと附け加へてあった。日露載爭後で我國が大分知られて來た時で 

もあり,H本かりの通信が可成り珍らしかったものと見える。英翌年に開業醫師の日曜日休業・ 

に關する各國の習i貧の調査をやって居ったので，我國には特に大病院の外は一般に日曜休業の 

定めはないとき工尿な事を報吿してやった。是は42年の7月號に載せられた。別に是といふ 

寄稿もしなかったが其雜誌のkunlaborantojの一人としてあげられた,尤も1911年のものに 

はドクトーロ山崎氏があげられて居る。

其塡であったが，Eay01の負傷兵士に對する赤十字勤務用を目的とした小さなFrazaroの 

獨逸語エス語のものを手に入れた。簡單なもので,是なら□本語のものも作ったらよからうと 

思って，アシェットに交涉した事がちった。出版は六ヶ敷いが自費で出版するなら寳婕め等は. 

充分骨を折るといふ樣な半を言ふて來た。原稿は大分作って見たが自費で出版するだけの決心 

がなくて其儘になってしまった。

明治41年く1908）のドレスデ-ンの第4回萬瑛大會で薦國翳師協會CTEKA）が組織せら 

れて Voĉo de Kuracistoj が其機關誌となった。丁EKA の Sekretario （現今 Prezidanto） W, 

Robinから日本のコンス一口になれと言ふて來た。返事に自信がなかったので原稿を千布氏に 

賴んて添削して貰って,適當なる人があるまで引き受けようと返事した。それで日本のコン 

スーロ，甲府のレブレゼンタントとしてあげられた。《OO以下の番號を打った會员票を送っ 

て來て,會員の勸誘を依賴して來たのでヤバーナ•エスペランチストの名淹によって會只でな
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る醫師に14, 5通勸誘狀を出した。然L入會を得たのは,堤友久》村井德諾の二氏だけでおっ 

た。明治42年C1909）及43年C1910）にTEKAの年鑑が發行せわれたが其中に:右二氏の 

外に學生として山崎站久氏があげられて居る。堤友久氏は英後退會を中し出られたがエスペラ 

ントには始終熱心であった樣だ。3, 4年前の「日本の瞬界」にエス語の事を書いて居られた。 

然し今は旣に故人となられた。村井氏の消息は知らないが，山唸氏は東京に居られると聞て居 

る。

明治44年（1911）頃から段々エス語に不熱心になり,TEKAの耕もよく覺えてゐない。然 

し大正2年C1913）の所謂TEKA-libro: Estetiko en Medicinoを送って來て居る。1914年 

のKuracisto誌が二册あるが多分Robin氏の好意によるものと思ふ。それに矢張kunlabor. 
mantojの一人としてあげられて居る。C但しkunlaborantoとして何等の義務を果す事の出來 

なかった事は大に遺憾に思って居る。） ヽ

TEKA 〇年鑑が出來たので當時時々各國から端書などを貰った。ブラジルから胸氣の說明 

を賴まれたり,ベルギーからコンヂユランゴ・エキスの處方を尋ねられた事を覺え・こ居る。

何分!u舍に住んで居たので,固より時折は人にエスペラントを說明もしたり宣停もしたのだ 

ったが,更に耳を傾けて纽れな力ゝった。甲府在住ハヶ年餘の間一人の同店も見出さなかった。 

獲りで會話を試みてチューネの伯父さんと綽名せられた事も臥るが，家族のものだにあまり勉 

强しな力〉った。

そんな風で大正13年（1924）までは外人と話した樣な機會はなかった。又謎習會といふ樣な 

ものを設けた事もなかった。唯一度澀逸人を宿屋に案内する事を賴まれた事があった時ナイン 

がどうも出ないでネーネーと繰り返した。さぞ變に思はれた事だらうと赤面した事があった。

明治44年頃から段々エス語に遠かり,又世問一股もエス語に對する熱心がさめた様であり, 

引き續き世界大戰に入り口分も大正3年には島根縣の田舍に¥專住したので外國文通などどう 

なったかわからず,自分にも文通をする程の熱心もなく其頃から外國の雜誌も保存せられて居 

ない〇

相當古くからエス語の學習を始め，引きつづき協會や學會の會員としてやって來たものだが 

言語技術に一向上達もせず，エス語運動に何等貢獻するところもなく,私のエスペランチスト 

庄活は唯々遺憾と慚愧より他何物でもない事を吿白せねばならぬのは誠に殘念の至りである。

明治時代の思ひ出

野原休 一

始めてエス語と云ふものの名稱を耳にしたのは例の北淸事變のーニ行前卽ち明治31-2年頃 

であった。尤も其れは军に謂はゆる文字通り耳にしたと云ふ迄で何も取止めた話では無いが, 

其頃歐洲の某國から或筋へ一通のM簡が來たところ其れが何國の語であるかサッパリ分からぬ 

ので外務省の何局とかに勤めて居る某と云ふも名な博言家の所へ持って行ったら一種の世界語 

である事が分かり而して某は見出に其れを舔•譯したので今更なが匚一同が某の博識に舌を卷い 

たそうだと云ふやうな事を神田の下宿屋の二階で同鄕出身の法學工M力:燒芋の皮をむき乍ら 

話した。すると同席の一人sは日った：「馬鹿云へ世界語なんど云ふものが此の世界に有って 

溜るかい……」と頭から否定してしまった。其時又誰れかが例のパベルの塔の話など持出したが 
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今思ひ出,と一人で面白い氣がする。パベルの塔の話は其以前に洗行った英語の敎科・書のバー 

レーの萬國史に出て居たか ら其頃の學生は浦島物語以上に詳しく知って居上。其うした風で 

Mの話した世界語の存在を其席の大勢は否認しようとした。Mは勿論不服であった。彼れは自 

分が出勢目のウソを云ったのでない璃を辨明する爲に其世界貂の名稱を思出さうとして頻りに 

考へた末到頭思ひ出して云った:「そうだそうだ其世界語と云ふのはエスペランドと云ふ名前 

だった,確かにエスベランドと云ふ世界語が近頃出來たそうだ,俺は確かに開いて來た」と云っ 

た，併し誰も其話には最早厭きて相手にならなかった。其後約十年間自分は同觀題に關して考 

へた爭も無く聞いた事も無し、が莫時耳にしたエスベラント工……トではないド）は頭の何處かの 

隅ツこに潜んで消えずに居た事が自分ながら不思議だ。エスベラントをやるやうになって後に 

自分は其の時の博言家某が誰れであったか知りたかった。併しM'は地方官になって各所に歷 

任し自分は又學校の先生になって田舍には入った爲に終に再會の機なく其內に彼れは故人にな 

った。

次に自分が何時工スベランチストになったかと問はれた時にハッキリ答へる事が出來ぬ。實 

際今でも未だなって国ないかも知らぬ。併し始めて志を起したのは明治39年東京に日本エスペ 

ラント協會が設立された時で共時逸早く入會を申込んで協會から頂戴した會貝證には54號と 

なって居たやうに記憶する。當時自分は艮野縣師範學枝に奉職して居たが同僚中にDと云ふ 

阈語の先生が居て言語學に深い興味を持って居た。又Sと云ふ哲學の先生が居て歐洲留學の 

野心を持って居た。此二人の先主が讀賣新聞紙上で黑板博士の論文を讀んで斯語硏究の志を起 

し自分の所へも勸めに來て吳れた。此時始めて以前曾て耳にした例のエスベランドの記憶が蘇 

生した。而して同時に示された協會發行のビラに” Japana Esperanta Societo "とあるのに 

眼が止った〇 C協會のエス名はJapana Esperantista Asocioで左》った筈だが其時示されたビラ 

には磯かに……Societoとなって居たやうに記憶する。）そこで自分は思った。ノ、ハアJapana 
Esperanta Societoか，これなら成る程世界語の名に反かず始めて見た三つの單語が獨りでに 

讀める。兎に角これは面白いものだと思ったので早速D,Sの勸めるままに入會した。二人は 

更に甦各の賛成者を得た。長野中學の數學の先生Kも加はった。C英語の先主は何處からも來 

な力、ったう。斯くて六七名の同志が硏究會を組織した。D s二人力•;幹事役で二三回會合したが 

其內に自分は遠く山口縣に轉任を命ぜられたので其後の事は知らぬ。併し材料とては協會發行 

の雜誌•以外には何もなく □.又會員の全部がkomencontojのがとて深い硏究は出來なかった。 

長野と云ふ所は面白い所で"硏究''と云ふ語が妙に魅力を有するやうだ。何か或一つの題目 

に就いて或一人が“硏究''に志して同志を勸誘すれば必ず數名の賛成が得られる。謂はゆる 

德孤ならずが實現される。併し其硏究ろ熱が果して何時まで永續するか其點は自分が同地に長 

く留まらなかったかわ知らぬ。長野エス會は自分が去って後も引績いて可なり熱心にやって居 

たそうだ。Kなどは盛んに海外發展く外國同志と通信交換うを試るやうになったそうである。其 

內にDは何所かの校長に榮轉したが間もなく病歿し,Sは童學の宿志を遂げ歸朝して大學の先 

生になりK亦上京して私立犬學の先生になった。斯くてエラくなった彼等は何れもエスペラン 

トを棄てたやうだ。是れは今日でも同志の問に流行る惡い癖だ。此點に就いて自分がエラくな 

め得ざりこ事をエスペラントの名に於て運命の神に感謝する。

「一體其頃何處で誰からエス語を敎はったのか?又はドンな本で硏究したのか?」と云ふ質問 

は度々受けるが邊阪の地に於て先工の有らう筈は無し又琰習:!Jとても田舍者の手には入らなか 

った。二葉亭の「世界認」なども後に知ったので當時は名も聞かなかった。長将に來て後は同
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好の衣もなく只月一回協會發行の雜誌に眼を通ふす以外に斯盘との交涉は全く無くなった。 

（但し當時宣|專上一般に强調された謂はゆるinterna ideoには深く共嗚して居た。;）然るに40, 
年の夏の頃であった,外國の切手を貼った葉書カ:局時に3枚始めてやって來た。見れば才一ス 

トリ-,フランス,ドイツのエスペランチストからで何れも或雜誌で君のアドレーソを見た。 

c自分は厦吿を出した覺えは無い。多分協會の會員名簿でも見たのだらう）。エスペラントで通 

信交按!をやらないかと云ふ:总:味であった。自分は未だ一人のKomencontoに過ぎぬ。辭書も 

持っては居ない。併L雜誌で多少の單語は畀んて居り乂例のJapana Esperanta Societo同拂 

多數の單語は想像で大抵片附けられるので書中の意味は凡そ分った。其中で唯一づだけurbo- 
と云ふ單語だけ想像が附かなかった。E分は羅典が苦手であった人倍返書を書かうとLたが必・ 

耍の單話を求める和エス辭書の有らう筈は無し英エスさへも1910年に〇,Connor小ツぽけな 

辭書が出るまで何も無かった。そこで此の點犬いに困った。止むを得ず先方の手紙に有るだけ 

の語を用いて出來る限り文法に注意して簡單な返書が出來上った。只例の"boの問題が片附 

かぬので闲った。其れは向ふの手紙にvia urboに就いて書けとあったからだ。そこで返書には 

mia urboに就いては次の度に書くから先づ君の方のurboに就いて書いて吳れとやった。シ 

ペリア經由にして出したので約一ケ月後には再び返書が來たが何れも此方からの返爭の意味は 

能く分ったと書いて居た。而して例のurboの返書には「我がurboはMainと云ふ河の邊に 

在って人口が何萬人で云々」と云ふやうな事が有ったので始めてurboの总味が分ったものだ。. 

合時こんな馬鹿々々しい事を話しても殆んど笑って吳れる人も無からうが事實だかに仕方がな 

い。又他の一つの手紙には極東の口本と斯く自山に通信の出來ると云ふ事は歐洲に於てエスペ: 

ラント宣;耳上非常に助けになるから今後盛んにやって吳れと云ふやうな事が書いてあった。そ 

こで自分は斯く始めて通信に成效C?）したので大得意で法った。Komencontoは一躍して一人 

前のエスペランチストに成り濟した。「;ス語は學び易い」とは其頃何れの國でも强調された事 

であるが口分は之を文7以上に信じたものだ。其れから數ヶ月經っと右の三人が次から次へと 

傳へたと覺ぼしく歐洲や南北米各阈のエスペランチストから求通信の手紙や集古が殺到し始め 

た。而倒臭いとも云はず一々返事を出して居ると益々新手が加はって來るは來るは! 一時は毎 

週十通以上も來た事がある。（其頃の事であった,獨逸から一通の手紙が來たが其發信者は餘程 

のアワテ者と見えて宛笛にS-ro K. Nohara, Japanujoとして所書きを書き忘れたまま投函 

した。英れを敦賀局で不箋して潘りなく 口分の所へ配達された。全國にも同志の數が未だ少數 

であった事が窺はれる。）御除で單語も迫々豐富になり發表も次第に樂になって來た。斯うい 

ふ次第で自分のエス語は耳からでもなく眼からでもなく云はばペンからはいった。

自分は元來コレクトマニアでは無いがエス語通信に依って瞬く間に多數の外或繪はがきゃ郵 

便切手が溜った。之れが中學生共に對する誘惑の種になったと見えて勸めもせざるにエス語を 

敎へて吳れと自發的にやって來る者力:段々出來た。其頃の中學生は未だ今日の如く上級學校の 

受驗準備に惱まされず幾分の餘裕を右って居た。口分は此等の生徒を自宅に集めて數#宛話習 

してやった。五年級の優等生共から込入った質間を發せられてタヂタヂの事も冇ったが其時に 

（ま外國の通信から;公って吳れた各種の參考書も有ったから大抵の問題は片附けた。彼れ此れで 

口分は到頭エスペラントの先生になった。42年の初頃から同僚先主達の有志を集めてーケキ間 

引續き講習をやった事£ある。

42年の秋には葡萄牙人で香上卑行マニラ支店の店員Freireと云ふ同志が口分を尋ねて來 

た。箱根-湯治に來ての歸途であった。彼とはー二年前から手紙の上の交際をしては居たか實 
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際の會話は勿論始めてだった。併し自分は前以て之に就きチッとも疑惧の念を抱かなった。自 

分は「書ナるだけの事は言へる,讀み得るだけの事は聽き得るもの」と信じて居た。自分の豫 

想は違はなかった。會話には相方共不便を感じなかった事か嬉しかった。彼の乘船が門司港綻 

泊期間中下關長府附近の各所を徒步で引張廻はして案內してやった。下關の某旅館で畫飯を振 

錄った時,冬物の饅頭が出た。是は何と云ふものかと尋ねたからマンヂユウだと答へた。する 

と彼れは之をmanĝuと聞いた。而して『有迩う!だが此物の名前は何と云ふか?』と贡ねて 

尋ねた。間違ひが分かって主客共腹を抱へた。Freireは橫潦で齋藤，東京では山賀,千布，安 

孫子等の同志に出會したが此等の諸氏のエスペラントの上手なのには感服したと云って心から 

讃めて居た。

此頃ま•で自分は國内の同志とは全く沒交涉であった。只外國の同志とは相建らず盛んに通信 

して居た。外國の二三の雜誌にも通信員又は寄稿者として名前を列して居た。東京では千布氏 

が『日本エスペラント』の經營に力瘤を入れて居る時であったが或時巴里から來るしe Monde 
Esperantisteと云ふ桃色雜誌〔但し用紙の色）で口分の書いたものを見て自分に手紙をくれた。 

日本エスペラント誌にはKomitato de Redakcioとして高楠，黑板,口川，安孫子而して小生 

（千布］の五人が控へては居るが何分寄稿者が無いから寂寞の感がある。そこでKunhelpantaro 
de Redakcioなる一團を組織する計畫だ。これから淺田ドクトル,丘博士,高橋邦太郞,月本 

喜多治,松田恆治郞，木村自老，村井德壽,赤木久太郞,陸式卿（淸國人）の諸君に御依賴する 

積りだが君も其一人に加はって吳れとの事であった。此等斯界の誌名七との交涉が如何になっ 

たか自分は與かり知らぬが自分としては二年來作文の稽古に書いて來たものを筐妄から持出し 

て時々送ってやった。千布氏は大抵沒書にもせず載せてくれた。併しどんなものを出したか今 

では殆んど覺えても居らぬ。

淺草安借川町に彥坂本輔と云ふ熱心なエスベランチストが居てSamideano Ĉiumonataと 

云ふ雜誌を經營したのも丁度同じ頃の事でもつナこ。彼れと識り介ひになったのも欠はり外國の 

同志の仲介であった。咋年故人になった獨逸のArnold Behrendtが其れである。Bはかねて 

自分と交際があったが彥坂の熱心ブリに動かされて自分に吳れた手紙の中に是非彼の仕事を助 

けてやってくれと書いて居た。彥坂と千布とは大の仲惡るで千布からは隨分猛烈な惡口を云は 

れた事もある。併し口分は其等の關係に頓着なく Bの勸めるままに彼れの雜誌にも數回寄稿 

してやった。併し何を書いたか是れ亦最早記憶に殘ってゐない。兎に角日本に居る日本人同士 

が外國に在る外人の紹介で識り合ひになるなんどはエスペラントの世界以外では滅多に見られ 

ぬ圖だと思った。彥坂は自費で態々印就機械を賈入れて自分の手で印刷する程の熱心であった 

が其後全然斯界から消息を絕した。多分何れかのオ面でエラくなったのだらう〇

其後明治43年8月黑板皿士が長府へ來られた時一場の講演をやってならった事もある。時 

恰かも縣敎育會の主催で長府に夏期大學が菟かれた際とて講演會（ま非常の盛況であった。縣の 

內外から集まった敎育家宗敎家其他知識階級が三百餘宪聽講した。博士は國際語の意養やエス

ペラントの迪源其の現狀等に就いて語り先年歐羅迟でザ博士と會談された事などに电及んで大

なる感銘を與へられた。 博士の講演が濟んだ後に自分は更に博士の指む により斯語の輪廓に就

いて約一時間に;Hり大體の洗明を試みた。會堤は町の某寺院を借受けたが,最初委員の者が會

場借受の交涉に出掛けた時,寺の老僧口はくに,エスペラントと云へば恐らくヤソの一派に相 

違ないが,ヤソに寺を貸したとあっては門徒衆に申譯が無いからと言って仲々應じない。委員 

は辯明に可なり骨を折ってやッとの事で承諾は得たヵ:一方老僧は終始ビクビク者であった。講
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演が終って後に老僧漸く胸撫で下ろしたとの事であったが，よくよく聞けば何か曾て聞き覺え 

のあるプロテ兀タントと云ふ言葉とエスペラントとを混ガラかして居たとの那であった。此变 

の講演會は宣傅上には確カゝに大なる効果があった。少くともエスペラントとプロテスタントと 

をゴッチャにする者は無くなつた。

其頃の犬下の犬勢は田舍者の自分等には分かわぬが黑板さんを旅館に御啡ねすると同席に在 

った某帝大敎授が黑板さんに向って「君等の御仲間は何處にも居るネ」と云った。すると黑板 

さんは簡單に「ウン居るよ」と答へた。時維れ明治43年夏8月C卽ち西曆1910年）。

高知でエス語を勉强した頃
鬱〕1；・ 吉川桂太郞

エスペラ・ントと言ふ言葉を初めて知ったのは明治38年頃丁度日露戰爭の感情興奮期の頃で 

あった。當時十七,ハ炭の私は燃ゆる向學心に學術硏究の爲めには諸先進國の國語を習はな;ナ 

れぱならぬ不便さに何か統一せられた世界語があったらどんなに便利であり記錄にも都合がよ 

いと思って居た折りから，世界統一思想の總ての空氣が地球上に漲って居た,そして種々の世 

界語なるものが績出した。

その內ポーランドのザーメンホーフ博士がエスベラント語を創成した事をニュースで知り， 

是非その語を習ひたいと思って居た。すると明治39年に岡山の髙筹學校に敎踉をとられて居た 

ガントレット氏が新聞紙上にエス語に就て紹介され,續いて東大の黑板博士等が日本エスペラ 

ント協會を創立されたので直に入會して初めてエスペヲントの綴字を見る事が出來た。當時私 

は醫學を志して居たので創成者のザー メンホーフの醫師たる事等に一脈の共鳴を覺えエス誌を 

通して同博士の風貌に接して悦んだ。私は父の鄕里である高知市に父の膝下に勉學して居った。 

同市に於けるエス語協會員は私だけで話をする人もなく,私は黑板博士などの入門霑や協會の 

辭霑文法霑によって一時間位に大體の槪念を覺えた。

エス适は三十分から一時間位で學習が出來ると言ふ宜像であった。南風が草を吹く丘のほと 

り,或は寒燈に對してエス書を繙いた。それ等のエス書の名前は忘れてしまった。その內エス 

語を使用したくなって私は協會の名簿を見ると父の知人で橫i艮に居られた速水匱曹氏（目下久 

留米市在住の速水信宗氏）を貝出したので明治40年の年賀狀にKara Sinjoro!!と言った調 

子に書いて送ったら未知の同氏から橫浪に於けるエス語の狀i兄その當時橫涼局にはエス需の出 

來る係貝が居てエス詰宛名でもズンズン文通力:出來る樣な事を書いてあった事を記憶する。そ 

して同氏は同地で同志の會合をせられて居た樣だ。その後東都では千布利雄氏が览會の講習を 

修了して會の仕事やエス藉の敎授をせられた樣子であった。その後私はエス協會誌を通じてウ 

インのエスペランチスト達と繪はがきの交換や文通を受けた事があった。私は一時エス昭に凝 

ってエス語の認印を龍えて屈書に捺印したらその役所で綴字が間違ってゐると言はれて叱ちれ 

た。多分ロ ーマ字や英語と思ったからであらう。

その當時の會員は皆熱心であった協會口中で記憶に殘って居るのは大杉榮氏などで，エス誇 

は社會主義者やアナーキストによって利用される樣になり,遂に同協會も影がうすくなってし 

まって私もいつの間にかエス語から遠ざかってしまった。その後エス語の運動が再典した事は 

知ったが咋年夏の頃名古屋翳大議內でふと同學生の展覺會を觀た折りエス語の種々の文書を散 

見して昔なつかしく思ったのであった。
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回 顧 三 十 年

赤松定雄

私は明治39年5月「讀賣新聞」紙上黑板博士のエス語に關する談話記事を讚んで一その時 

分載賣は唯一の文藝新麗であり殊に敎育者に對して割引してゐたので比較的敎育ĝの問で愛讀 

されてゐたのです——始めてエス語の存在を知り研究の志里を起しつつおる折柄偶々當時私の 

勤務してゐた热津中學の・敎頭だった文學士仍東尾四郞氏が同年8月東京に於てガントレット氏 

のエス晤購習會に出席し新知識を收得して蹄鄕直に夫を福岡日日浙聞紙上に連載する等にて益 

々研究心を煽房せられたので直に授谷川二葉亭署「世界語」を蹒入し獨學にて研究を始めた。

夫より間去なく □本エスペラント協會に入會し會員番號476を得た。其後はエス利辭書によ 

めて協會雜誌零を研究し自習に努めた。時には千布氏及び小坂氏に書を寄せて敎を乞ふた。

大正7年の暮に上京した際小坂氏を訪問した事を記憶してゐる。其際小坂氏はハ理許りの餘 

り綺腿でない部屋で机邊には雜誌や原稿や內外通信の應答書類の中で鐵道院の制服のままで中 

等講習員に議養せわれたのを拜聰し其の熱心と努力とに感服させられたことを覺えてゐる。

フ亡來私が此研究を始めた動機は一種の好奇心も幾分手似ったかもしれぬが現代及び將來に就 

て中立的國際詰の必麼なことは何人も否むことの出來ないことでありエス語は此國際語として 

最も適當なものであることを信ずると同時に之が宣僻實現を謀るのは我等日本人の使命である 

と信じたからである。爾來硏究と宜傳の傍翌明治40年には繪ハガキ及び戸紙の交換を始め世 

界各國に多數の同志を得一時は應答になやまされたこともあった。

同僚に宜傳の際反對するのは多く英語敎貝であって或時はn角泡を飛ばして論じ合ったこと 

もあった。

大正12-3年頃小倉市に於ける宜傳講演會にて一場の講演をなしたこともあったが今猶ほ生 

活戰線に立ち寸暇にも乏しく只月々「エスベラント」や「レヴォ•オリエンタ」を愛讚する位で 

何等進境もなく新進の諸君に對して誠に慚愧の至りである。唯エス葫に對する一片耿々の信念 

は三十年前から今日に至る迄依然として舊の如くである。他日機を得ば餘生をエス需の研究と 

宜傳に捧げる積りである。（4月22日稿）

エス語ご，私芒の因緣

. ・堺 利彥

明治?8年3月19日の週刊祉會主義雜誌「直言」に「エスペラント語の話」が載ってゐる。 

當詩「日本で此エスペラントの事に注总:して居る者は，東京大學の黑板勝美氏と，長崎に居る 

仞■關,览の宣敎師某と,外に一ニ人しかないとの事」であった。現にその話も黑板氏の談話に依 

って書いたもので,それを書いた記者の私もその時,はじめてエスペラントの名を聞き,その 

國際語の組織の大體を知つたのであった。それかり程なく，岡山にゐたガントレット氏が腦寫 

版刷のエスペラント講習錄を發行した。私等もその購滇者になった。社會主義者中には頓に工 

スペラントが流行しだした。「チューヴィー ノ、ーヴァス モーノン?」「ネー」などといふ會話 

がよく私等の間に行はれてゐた。

その頃,ポーランド人のビルスドスキー氏がシペリヤの流刑から逃走して束応に來てゐた 。
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私の家には折々遊びに來た。英語で少しづつ話をしてゐたが，或時私がエスベラントの話を持 

ちだすと先生は至極冷淡であった。私は少々不平で,これほど便利な言葉をなぜやらないのか 

と云ふと，ビル氏日く,私はロシャ語も，ドイツ語も,フランス語も,イギリス晤もやるから ， 

エスペラントなどの龙嘤がないと,これには一本ギャフンと參った。

それでも我々の間にはいよいよエスペランチストが瑜加して，大杉榮君,山川均壬!'なとその 

錚々たるものであった。千葉の監獄にゐた時など兩君その他が英,獨，佛，露，伊，エスの六 

國語で書籍係を困らせた。 ;9
その後流行に盛衰があり,個人としての冷熱の變化もあったがそれでも絕えず誰かしら熱ひ 

家があり，又幾度か洗疔の盛り返しがあった。ツイ先きごろ亡くなった吾黨の長者齋恋翁が常 

に外國語のわからないのにゴウを煮やしてゐたが,六十谡ばかりの時ででもあったらうか,エ 

スペラントなら二個月で出來ると聞いて，それなら俺もやらうと云ひだし，大笑ひをした事も 

あった。 .-.vM.JH

私としては，ビルスドスキー君から冷水をあびせられた結果と云ふのではないが，そうそう 

は浊もやりきれないのと，幾らも實用にならないのとで,いつの頃からかスツカリやめてしま 
ひ今では全く忘れてしまった。そして若い人達が一時の熱に浮かされるのを見て，ビル君式の° 

冷語で憎まれ口を叩いた事もあった。實際,今の日本の靑年で，英語や猱逸語を物にするだけ 

の勇氣がなくて,そしてエスペラントいぢりをやったりするのは,「難を避けて易に就く」もの 

だと云はれても仕方があるまい。 ・、:

曾ては,黑板君に引張りだされてエスペラント協會の評議員に名を列したりした事のある私 

として,今日こんな事を云っては甚だ相濟まないわけであるが,帶實は事實として申上げて置 

きます」。然し私はエスペラントの流行を喜ぶに於いて昔と變りはない。若い人達がそれを1 
時のオモチャとしてでなく，本氣にやりとげようとするのなら憎まれ口なんぞ決して叩きはし 

ません。只だ自分としては兎かく自分の聊カ、輕佻な初物好きを嘲けって見るに過ぎません。

（大正15年4冃發行「エスペラント文藝」第1卷第1號より卿載）

三十年前の思ひ出話
•

藤林房藏

私は協臼創立前友人より世界語エスペラントと云ふ人造話が出來たと云ふ事而て夫は實に文 

法が容易で一遞間も勉學すれば誰でも書く事や話す位の事は出來得ると云ふ事を初めて聞きま 

したが私は言語學に堪能の者でなければ決して英樣なことが出來得る筈がなし,と思ひ餘り深入 

は致しませんでした。如何に文法が容易いと一口に云って仕舞へば何でもないが兎に角全世界 

の人々を相手にする事故假令自分丈が解った積りでも先方が了解せざれば何んにもならぬと考 

へ又私は中々左程簡單に片付けられるものでないと思ひました。

明治39年C1906） 8月となり日本エスペラント協僉より機關誌が發行され尙新聞紙上其他 

で盛にエスペラントが宣傳されし結杲靑年の興味を唆り一時硏究者勃興せしも案外同志少なく 

又好奇心に騒られ硏究する人もありましたが各國語の素養少なき者には却々六ヶ敷く又英話し 

相手少なき爲め其後餘り振はず殆ど停頓の狀瑶を持續したかの樣にも思はれました。いざ外國 

の人と通信する事となれば案外思った程容易でなく特に佛語の出來ざる者は辭書さへ引くこと 
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・出來ず，夫故英陪丈の者はJ. C. 〇,Connor氏の英語エス語辭書を載りに致しましたが語數少 

なく通信する場合造晤に苦しみました。

私のエス語勉學の動機は其當時石榴の苕栽に夢中でした而て此藥用植物が全世界に如何なる 

狀態に於て分布され其用途及種類英他に就て知らんが爲にエス語の學習を思ひ立ちました。

其後私はエスペラント語學校へ參り三ヶ月間大杉榮氏の講習を受け喷劍に硏究を始め漸く幼 

稚遢の生徒位に話し得る樣になりさした。それはたしか明治40年でエスペラント語學校第三 

期卽ち最終のものに出席Lたのでした。先生は大杉氏以外には誰も出られなかった。仲間は十 

人位でしたが最後まで殘って卒業式に出て大杉氏を億小に紐念寫眞をうつしたのは五六名だっ 

たと思ひます。その寫眞はどこかにあるのですが，今見當らぬのが殘念です。あれば全部の氏 

名を書きいれてあるのですが。1907年に佛國に於て萬或會員名簿が出版せられ其中に私の住 

所氏名が揭載されてある爲め歐淋各國の同志より繪葉書の交換を申込まれました故覺束なくも 

伊太利,西班牙，白耳義,ポルトガル，和頭,瑞典,ハンガリー,マダガスカル島等の同志と 

繪葉書で通信致しました。夫故今迄知られざりし異國の情絡が味は、れ,國民性が解り大いに 

得る處がありました。外國の人は二三囘通信すれば必ず各國共申合せた樣に垃翼の交換を希紹 

されました。繪葉書交換中佛國より世界廻送の珍らしき葉書が伊太利，阿弗利加の同志を經て 

私の手許に到着しましたc直に他國へ廻送う其文窃が頗る振って居りました。「私は常に全世界 

を漫遊したいと思って居りましたが金もなければ乂畤もなく夫故止匕葉書を私の身代りに全世界 

を一週させたい」との事が書いてありました。外國の人は誠に奇拔な事を致します。

西班牙の建築家某氏と文通してゐましたがその友人のĴ.Griveといふ畫家からも文通の申込 

があり當方からn本畫をおくってやった所大變よろこんで自分で畫いた油繪をいくつも送って 

きました。私の肖像もかいてくれました。それらの油畫は今は部屋にかざつ,て珍藏してゐます。

其當時はエス語を以て外國と通信する者は頭の新しき者として色眼鏡を以て見らるゝ事か;實 

に遗憾でしたが私は其畤代の風潮で致方ないと諦めました。而て是等の誤解を受くる事が自然 

幾分かエス語の發展を阻害したかとも思はれました。併し此通信道樂は誠に愉快でありますが 

寫眞以上に金が掛り經濟上大に閉口致しました。

其當持はH本人と通信の機曲なぎ爲か先方は却々熱心でした。而て乂エス語で通信する日本 

人は極めて少數の樣でした。

其爲か江戶橋の外國郵便局のお役人さんもエス語は餘り顧みざる樣に思はれました。各國よ 

り私宛郵便物の名宛の敬語卽ちsinjoroを名と思ひ何々信次郞と飜譯せる如きは其當時エス語 

が如何に普及されざりしかを雄辯に物語ります。

私がエス語學習當寿人々にエス語のことを話せば皆一笑に附せら和唯君は餘程物好なりとて 

顧みられませんでした。何となれば其當時は何人もエス語は唯各或の學者丈の共通晤として是 

が全く實用に供せられ永續する4のとは誰も思はない樣でした。而て又其當時は今口の如く工 

ス語が發達し斯く隆盛になるとは夢想だも致しませんでした。而て無線電話，ラヂオの如く ー 

薪最初に硏究を始めた者は參考書なく非常に無益の努力を致しました。

私は明治43年に栃木縣の方へゆき大正12年迄そちらに居りましたからエスベラントの會 

合には出られませんでしたが明治40年かり移轉前迄東京在住中は協會主催の會合や大會には 

缺かさず出席してをりました。併し大會等には堂に一杯になる程の多數の出席者があったが例 

會筹は罪常に出席者が少かったとおぼえてゐます。

私は明治40年に協會の會員となりその後學會に變ってからもその會貝として今日に到って
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ゐます。30年前の當時を囘想すれば實に隔世の感があります。

協會橫濱支部の思ひ出その他

速水信宗

先股學會の岡本さんから何か書く樣にと御手紙を頂きましたが,元來の篡不構と震災の爲め

に多くの資料を失ひ正確の月日なども知る由なく,つゐ書き滩って居りました處再度の御手紙

でほんの責を塞ぐ積りで書く奉に致しました。私の事を書きますと勢ひ橫濱の運動史の樣のも 

のになりますが元來橫涂は日本でも早くエスペラントに目覺めた土地で,明治39年に旣に志 

村保一，久內淸孝などいふ方々が盛に宣傳して居られましたのです。私は明治39年の秋頃で 

したか新聞紙上でエスペラントといふもののある事を始めて知り・早速二葉亭著の「世界晤」を 

購入琉學をやって見ましたが一向見當が付きませんので，どこか敎ゑる處はないものかと探が

しこ居る內に辨天通二丁目の志村ハ卷合名會社といふ貿易商の二階で敎ゑるといふ事を聞き込

み早速同社を訪問して見ますと東京から黑板博士,千布利雄氏がわざわざ來て敎えて居らるる 

といふので嬉しくてたまらず,講習日には必ず伺って一生懸命勉强しました，3月計りやって少 

し覺えて來ると外國と通信力;して見度く，先輩の方々の通信先へ葉書の交換を中込み片言交り 

で色々書き送りました,ナ時は英佛獨米遐埃匈徐ブルガリヤなど殆んど全世界に亘って葉書の

交換をやりました，今も此內の200枚計は犬事に保存して居ります。

小坂氏の「囘顧二十有五年」にも敬って居ります通り，明治39年11月に日本エスペラ 

ント協會橫泼支部が出來志村氏が支部長を勤められて居ましたが，其內に志村氏が事業の都合 

上支部の看板を小生方へ掲げて吳れとの事で南太田町の小生宅の門へ支部の看板を羯げては置 

きましたが,此頃になっては一向に振はなくなり全貝も殆んど志村氏と私丈といふ哀れな有樣 

でした，是れではいけぬと思ひ千布氏に御願ひして小生宅で講習會を開きましたが矢張り振ひ 

ません,全くの暗黑時代でした,此間東京の會へは可成出席する樣にして連絡を取って居りま 

した。從是先明治40年の暮頃私が未だ野毛町に居た頃門柱に「エスペラント硏究會」といふ看 

板を出して置きました處或る知人c尤も新知識の人ではあまりせんでした）から速水さんあなた 

の御宅でお賣りになる何んとかペラントといふ藥はどんな藥ですかと聞かれたには少々面食ら

ひました,今はこんな人は一人も居りませんが其時分はそんな情ない有樣でした。話しが元へ 

戾りまして「囘顧二十有五年」の中にある本邦最初の普及講演會へも出席致しました我孫子 

貞治郞氏力:氣取った口調でEstas granda plezuroといふ言ひ出しで演說された時は全身の血が 

湧き返へる樣に嬉しかったもので未だに其時の光呆が目に見ゑる樣です。大正3年に志村氏が 

東京へ移麴されるので私に支部長を弓I繼いで行かれました。此暗黑詩代に橫濱が得た熱心の同 

志は今以て橫濱で活躍して居らるる間泰藏氏と目下神戶にある尾關利雄氏の二人でありまし

た,此兩氏の御助力は後年橫涼エス界の發展に非常の効力があった事は忘るる事が出來ません。 

英後潢濱支部も細々ながら間，尾關丽氏の助力を得て新會員を作りましたので大正5年の冬

東京の幹郡諸氏に御來濱を願ひ太田町日盛 !で晚餐會を（「囘顧二十有五年」の中にある日盛

樓の晚餐會といふのは此時より以前の事で其時は何んと力ゝいふ音樂家が東京のー•行に加はって 

居て始めてEsperoを音樂的に謠って聞せて吳れたのを覺をて居ます;）催し續て祇濱小學核で 

（校長山本盛太郞氏の御盡力）普及講演會を開きました處案外の盛況で聴衆無慮200名は御座い 
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ました。此會の結果少しは會員电増加しますし，そこへ又米國より就歸朝の佐々城佑氏R. H. 
Dick氏などが入會され大分横濱のエス界も活氣がつき太田町五丁目へ小さいながらエスペラ 

ント俱^部と常設講習會塩も作りました，私などが眞鈕に會話をやったのは此時代で全く Dick 
氏の刺戟によったので御座ゐます，槌く Dick氏から，君の手紙は能く判るがなぜあの通り話 

せないのかといはれましたが,それは手品の種を御存じないからで,手紙を書く畤には“Vor
taro ”といふ內助のものがありますが會話となると記憶といふ意地惡い奴と二人連れですから 

中々自分の思ふ通りにはな〇ませんでした。其內機運熟して大正8年5月3 R第6囘日本工次 

ペラント天會を橫谊記念會館に開く事が出來まして私の喜びは此上もありませんでした,此大 

會の準備の爲めには間,尾關,佐々城,古澤,椎需其他の方々の獻身的御助力は勿論でしたが, 

私自身も每晚天槪午前1時或は2時になった事も御座いました，大小の綠星旗などは皆家內が 

夜なべに作って吳れました。此機會に私はエス語を實業方面に運用する事に力を盡さんと思ひ 

まして,橫浪支部の仕事は尾關氏の主として養成された古澤末治郞氏其他の若い方々に謹りま 

した,丁度其時分英國のK.K.L.K.（國際商業語協會）から盛にしibretoを廻して來ましたの 

で其れを翻刻して□本全國の商業會議所,京浪間の貿易商全部へ配布しましたが返事をよこし 

たのは唯一人京城淌業會議所の書記長大村友之丞氏のみで御座いました,それから黑板博士と 

髙橋邦太郞氏と私の三名連署で日本貿易協會々長池田謙三氏へ宛てエス黔を貿易上に使用せり 

れん半を建白もいたしましたが一向きき目氐見ゑませんので，是れは到底人を當てにして居て 

はだめだと思ひまして，高橋邦太郞,問泰藏氏等と謀りエス語で商買する會社を創らふと考へ 

色々畫第の結果成案を得ましたので上記二氏の外に淺井惠倫氏，兄玉四郞氏,坂井田梅吉氏外

•氏を加へて大正9年2月28日日木エスペラント貿易商會（Japana Esperanta Komerca 
Korporacie）を創立し橫涼市山下町70cに店を開きまして高橋邦太即氏を社長として世界各 

國に呼びかけました,時恰も世界戰爭終て將にPaniko 〇來らんとする時期でしたので思も以 

に商賈も出來ず業態t二三度變更してやって見ましたが思はしくなく遂に次正12年9月1日の 

人恋災て跡形£なく消ゑ失せて仕舞ひました事は殘念千萬でしたが兎に角こんな商會を創った 

のは世界で第一番でした事は愉決に思ひます，商會が出來てから後に獨逸でもGermana E. 
K. K.といふものを作った樣でした,唯時機を見て今少し自重してやったらも少し永續性があ 

ったらうと返す返すも遣聽に堪をません,どうか第二のJ.E.K.K.力:一日も早く出現せん事を 

切墓して止みません。私はJ.E.K.K.に關係します以前は橫涼正金銀行に勤めて居ったので 

すが,銀行の內規として行员たるものは他の榮利密業に從事する事を得ない事になって居りま 

すので斷然銀行の職を擁って一意商會の事に從ふ積りで辭職願を書て先づ平素眷顧を蒙って居 

ました，穗積取締役に御相談しました處君のそういう固い決心ならやって見給へと賛成して下 

さいましたのに力を得て今度は正式に支配人森贤藏氏C現安田銀行副頭取）に辭職願を出しまし 

た處熱むに其不可を說て諫上されましたが遂に振り切って辭職してしまいました,其外親族中 

でも義兄の久保田賞一カ唯一人賛成して吳れました丈けで誰れも賛成して吳れるものは無かっ 

たので御座います。私は吐仕事が失敗に終った事は殘念でたまりませんが其爲めに銀行の職を 

棒に振り,僅か計りの財産を失った事などは何んとも思って居りませんが,唯商會の同人に對 

して御迷惑をかけた事は誠に栢濟まぬ氣が致しまして今に寢覺が惡いので御座います。

貿易商會の定款も保存してはありますが是れを發表しますと御差支の込る方もおりますので 

差控へる事に致します,唯定款中の一部利益金處分といふ處に「積立金若干，役員賞與若干, 

EE當金若干」の外に「エスペラント普及費若干」といふ•項のあった事丈けを附記して置き度
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いと存じます。 、 门:歩鑿］!

それから是れは少々餘談に亘りますが私のSubskriboはエスペラント式でŝ. Hajamiと書 

て居りますからJ.E.K.K.の場合は遠慮なく使用しましたが,•震災後神戶の河野贸易株式會 

社に勤務してからも銀行へ出すKambioやKargatestoの裏書きなどにも堂々と使用してや 

った事は愉快に存じました故一言直添へて磴き度いと存じます。

それからも一つ，大正!3年に佐世保の沖で沈沒殉死しました第四十三潜水艦の艦長海軍少 

佐桑島新は私の又從兄弟になります，同人がまだ少尉時代から色々のObretoを送っては勸誘 

したのでしたが一向趣味を喚起しませんでした，處がどうした動機か佐世彳わ牌勤してからだ 

と思ひますが急テンボでやり始め死ぬ前などは佐世保エスペラント會を牛耳って隨分盛にやっ 

て居たものですから遺骨が東京へ菇いた時など學會からも盛なお迎へを受け本人も地下で滿足 

して居る事と存じます。

エスペラントの思ひ出

I .「工・ゝ. • * 美野田琢磨

最初のエスペラント入門 エスベラントは鐵道人に餘程緣が深かった樣に思はれる。私は, 

明治36年＜1903）夏C29歳）鐵道技師で山形市に滞在中Review of Reviews, Londonにエス 

語の紹介が出ておったのを見て，頗る興味を感じ何とかして其以上の詳細を知り度いと思ふて, 

年月が經つ內1906年C明治39年）初めて"Esperanto" by 〇,Connor力:手に入ったので,喜ん 

て耽嶺してーと通り會得し 自身作文などを試み樂んで居ったが，同志が見當らないので，比 

較硏究して見たいと云ふ願皐が果せなかった。全くの獨習故，何處か歪んでは居ないかと考え 

て居ったのである〇 ' . :■'〇

獨習1中の疑問 此の語は全く我々の意を得たものであるが,C, e, ĝ, ĵ, ĥ, ŭ, vの發咅が正 

確でなければ適用せぬと思ひ，先づ英,獨，佛語に對照して自信を作った。然し獨學で發音抑 

揚を設定するのは淋しくも,たよりなくも思はれた。次に如何かと思はれたのはn, jが餘りに 

多いこと，kielをhowとas （英）に兼ねること。malvarma, malgrandaと言ふ詰は自注の 

感情から出る語として如弼な場合にも適切であらうか。也理，歷史上の固有名詞の命名法は 

如何,又大阪の冃的格が〇。sakeonであるかなどの疑問が殘されて居った。

最初の同志 1912年C明治45年X38歳）有樂町の□本エスペラント協會發行の古雜誌で初めて 

原田勇美氏を訪ねた。此の時，氏C60炭以上ま旣に腊层;版で彩色繪人の月刊« Orienta Azio" 
を發行して外國の同志と交通L,先方から數多の本をIU寄せ,此方からも種々の小雜貨を送って 

居った。扇,小刀,人形,絹物,錦繪等である。此處で私はMotteauの英エス财典とLa Ondo 
（Moskvo）, Krestomatio,それから しingvo Internacia （Parizoゝ Pola Esperantisto 等を手に 

入れ,畤を經て自身海外からVortaro （Esp.-esp.） de Kabeを人手した。其以前から讀書中 

に"Ekzercaro"とKrestomatio "と云ふ本が度々出て來るので此等を手に入れようと永く 

苦心したのである。・

海外逼信 原田氏に見倣ふて歐米との通信を始め同時に"Katalcgode Japanaj Komercaĵoj^ 
を作し 外國の同占雜誌に廣吿した。其結果照會は頻りにあるが金が更に附いて來ない。此の 

時表榜したものは扇,靴下，ハンケチ，小刀，ヘチマ,鳥モチ，お伽噺（英文）,錦繪,人物
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象乐細工，漆器及陶器，特許代魔等である•然し極めて僅かの商賣で費用倒れに終った。數多 

の商品を並べて通信眼生をする事は全く成功せぬものと悟った。のみならず海外から冷やかし 

の通信が殺到するので到底應答し切れない。之は當馬の初心者の誰もが甞めた苦杯であらう〇

當時の記憶に次の事がある。Monosistemo spesmiloが行はれて ĉekbanko Esperantista, 

London（莒國振替貯金）を創設した人があったが利用にならなかった事。おーランド人で蔑 

國通用献立表“Bon肌Apetiton” C六ヶ國語對照）を發行した人があった。此は便利である。 

外來のpostaĵojにSinjoroとあるのを郵便局では“新次郞”と譯して配達し居った事を記 

憶する。

Paris-Orlĉans鐵道會社のエス語旅行案内記を會社から入手したり歐洲の各エス雜誌會社か

ら見木を取寄せたのも此時代である〇

涉書所感 好んでHumoraĵoj, Anekdotoj等を讚んだが歐洲では猶太人と妻君を題材とした 

物が非常に多く,乂北歐物は南歐物に比して深刻であり，意味深長であると思った。又用語で 

ー事物に各樣に造語し得るが後日自然に一定にならんことを希望した。

ヨ本の同志との逼信 !912年9月，舊知の鐵道技締でEsperantisto高橋邦太郞直C當時46 
诱・位,廣嶋住うと始めてエス語で通信をした。同氏は語學の才に富み,乂天資の名文家で,其後同 

氏から種々の文献とKolektaĵojを得，乂程々の疑點に就て示敎を仰いだ。1915年（大正4年）

（41炭）世界大戰の際，海外の通倍を止めて"Krestomatio", u Prozaĵoj"及びInternacia 
Lingvo共他各種の雜誌を耽瑁して居ったが,各國人の表現法，vortfarado, sintaksoが多樣で, 

ちよっと我々のrapida komprenoを得ぬこと。又Motteauの字典に間斷なく新評曾補をせ 

ねばならず,エス語も當初の約束通り,僅少の語で,充分に行かぬ事に失望したこともある。

日本エス學粛との接觸 は本鄕燕樂軒の會合と，牛込新小川町小坂狷二君宅訪問の際である。 

其の時のEsp. Junulojの密氣と熱心は，大したものであることに驚いた。小坂君を首班とす 

る鐵道部內の同志の活動の御蔭でNiaj aferojが漸次光彩を放った事は敬服に値する。

講習會及宣傳1926年頃盛んに側近の靑年と，帝國鐵道協會員に講習，宣傳をもした。然し 

諾舉は人により全く興味を感じない人があり，中學较の英語の如く Book IVで止めては駄门

で Book V を詰了せねば物にならぬ。此の峠を越して始めて景色のよい處を 賞することが

出來る。然し此の忍耐ある人が少ないと云ふことも感じた。

宣專中諸君と同樣に聞かされることは,

Cl；エス語は何處で流行して人々が通信して居るか，（2）之を用ゆる人は極めて僅少では 

ないか。（3）人造語は乾燥無味,幾千年前から自然に出來た美音,美碎なくては文學に駄目と 

思ふ。C4）幾多人造語は,入り代はり,立ち代はり,Ĝれては影薄になるのは,何處か不自然 

があるのではないか等々である。入らずに究めずに,邪しまに，推察する人が多い事は,何事 

の新智識も舊慣を破るに大困難があるものと思ふた。

1S26年には東京開催薦國工業大會で，來會の歐洲人に,エスペラントを用語に1U入れるよ5 
高畫邦太郞,井上仁吉博士等と聯絡をとり,當事者間を運動しProtokoloに採擇することに成 

功した〇

雜誌を亂刊するな,單行本にせよ そうでなければ共倒になる。之はz博止が屢々言ふた事 

があるが,然し靑年の野望はなかなか之を聽かない。''こがやれば屹度うまくやる”と。然し 

やって見てすぐ廢刊したり，他の同忐の旣成物を害す丈けで終るのである。

今日私の所感は
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Cl）科學C工學共;）の用語は篦國共通性があるから，論文はなるべく此の語で發表すること。 

卽ち科學者工织者のエス語採用を進めること。 •

C2）外國の我書を盛んに紹介すること〇
<3）同志のエス文著作を海外に紹介し又送る事。 ・ ・宀"購燼

而して，日本へは第二外國語として,エス語な以役立つと思はせる事である。

思 ひ 出

中目 覺

小坂氏の「也顧二十有五年4Jにある通り明治38年口國衢任中,書店でエス詰の圖書を五 

六册手に入れ，獨習。 ・

私は明治37年2月以來換洪國に潤在.この國は民族が非常に複雜で官話が十數或語もあ 

り,何れも平等に取扱はれて居るといふ厄介な國，こんな國ではエス鉛の如きものを使用した 

ら艮からうといふ考へ,同漾に,骨の折れる外國語を二つも三つも學ぶよりは,各民族が英國 

語の外にはエス晤一つ學べば・國際事務が辨ずると云ふ事でまノればさぞ便利だらうといふ考か 

ら學んだ譯。

明治39年冬佛國パリ潴在中,エス話圖書印刷所を訪ねた時話したのがエス話で話した始め 

かと思ふ。其前にも書面の往復はして居ったかと思ふ。

廣島にエスペラント會が出來たのは明治41-2年頃である。多分故大野直枝敎授が帥;（《され 

て間もなくの事でないかと思ふ。いつぞや食堂で誰かの口からエスラベントの話が出て大!E敎 

授や私などもその效能を述べると我國の英語萬能に感报しない敎授連が數人エスペヲント硏究 

會を始めやうぢゃないかと言ひだして早速成り立った。大野敎授や私などが持ち合はせたエス 

ペラントの本で硏究をした。御承知の通りたやすいものだから初學の人もーケ月位の中には文 

章の怠味が解るやうになり，それから每週一回30分間程集まって交る交る專門上の事を簡單 

にエスペラントで談話することにした。仲々卽席には出來ぬので草案を作りそれを暗誦して話 

すと言ふやり方であった。時々遠足などもしその時は話はエスペラントに限るとして會話の練 

習をした。 ,，内せ! H

そのうちに黑板博士が束京で起したエスペラント協會宛に出したりすると向ふからも返事が 

くると云ふ風で會の實際の存在よりも外界には大きく聞えて居ったらしい。

そのうちに髙摘邦衣郞さんなども熱心な硏究家で场る事が判り高等師範內だけの硏究會が廣 

島全體（と云っても人數は20名には上らなかったであら5 ）のエスペラント（f礫部に昇格し 

た5?である。

日本人同おでエスペラントで話をするのもおかしなものだから外國のエスペランチストの來 

るのを歡迎し時々ロシャだのアメリカだのの客を迎へたものである。

それから大正4年頃ハルビンのエスペラント會から大會に代表者を出してくれと云ふ案內が 

あった。高橋さんは是非行きたいが君も同行せぬかと私にすゝめるがio月であり授萊がある 

ので出張でも命じてもらはないと行く譯にはゆかない。それで學校の取計ひで東支鐵迪附廳地 

の敎育視察を文部省から命ぜられて同行が出來る事になった。この敎育視察報吿は後に印刷は 

しないが栢當長いものを書いて提出しておいた。そのそへものとも云ふべき「東亞視察談Jは 
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新聞に連載したものを後に單行本として甲刷した。

ハルビンのエスペラント會々長は鐵道會社の技師長のカジギレイといふ人でわざわさ長春迄 

迎へに來てくれ,それから先は社賓といふ資格で非常な優遇を受けた。吾々二人の爲に亦テル 

客車一臺を提供され,それにボーイが一人ついて居り曖・房裝證もありて浴室もあり客間もある 

と言ふ結解な寢臺車であった。

三日程の間に色々の會合があり高橋さんはエスペラントで縱橫に切り拔けられ座談會の時な 

どは私もどうやら意味が通ずる程度に應對・た。

この大會の結果はハルビンのエスペラント會にとって非常な好影響があったときいた。とい 

ふのは.カジギレイ會長の勸誘でエスペラントを始めた會員が三十餘名もあるが.さて書いたも 

のは解る。又手紙などを書いてやれば向ふでもわかってくれるがさてお互には話も通ずるがこ 

んな發音で外國の人と話をして解るだらうか。恐らく解る襲いといふ懷疑派も相當多かったが, 

日本から來るエスベランチストと話をしてみると何等の不□由がない。これでは自分らのエス

ラントも立派なものだといふ確信を得て疑が解消して益々盛んになったと云ふ事である。 

こんな具合で吾々二人の參會は日本のためには何等の利益もなかったがハルビンの爲には多

少の貢献をしたと思って滿足してゐる。

猶その時の話であるが同地の同志と懇談會があった。座長が時々代り, 高橋さんの座長振り

は却々見事なもので裁決洗るゝが如しであったが，未熟な私の番となると解し兼ねる事などが 

あり,高摘さんの助け船で漸く切り拔けた事などは困った方。も一つ同地滯在中カジギレイ氏

から霍話がエス語でかゝってくると, 私の方から先橄をつけ,どうかゆっくり話してもらひた

いと前置きをして，話を始めた事などは餘り體裁のよい方ではないが,どうやら用事は辨じた。 

其他に申し上げる程の事はありませんが,先般大阪鐵道俱樂部の聯合會に出席した時，來麒 

者がいづれなのを見ては,日本もエス語で世界を指導して行くことが近い中に出來ると 

感じ,井常に愉快でした。（昭口，3 30稿）

•〔編者附記〕

中口覺氏が明治38年白國滯在中エス語を學ばれた事及42年に盛島エス俱樂部創立の事にっ 

いては同氏が明治42年に日本エス協會へ宛て出したエス文の手紙に明かである。これは和澤 

文（【€誌遍輯者譯）を附してJapana Esperantisto誌第4卷第10號（明治42年10月號） 

に出てゐる。これは興味ふかいもの故こゝにその和譯文を全部次に轉載する。

「予が飜馬に於ける硏學を終りてアバジオ,ライパホ,維那の順路に依りブルセロに旅行せし 

は1905年（明治38年）の事なりき。ニケ月と少しの間,卽ち7月8日羅馬出發より9月 

17日ブルセロ到着まで,各所に城は永き或は短き時日を過しつ、,數ケ國を通過し，其間以太

利語,クロアシャ語,匈牙利語,スロヴェン語,獨逸語,フラマン語及び佛蘭西語の話さる  ゝ

を聞けり。アは所々の棉市を見物し，種々の風俗を視察し,又美しい風景を觀んと欲せしが故 

に此旅行に長時口を費せしも羅馬よりブルセロまでの距離は極めて短く，二日以内に到達し得

べし,而も此二日の間に七種の異りたる言語を聞かざるべからず。予の如き旅行を爲せる者に 

して誰か國際語の必要を感ぜざるものありや。予は旣に屢々新聞雜誌等に於て兀スペラントに 

關する記事を讀みしも多犬の注:意を拂はざりしが,今や熱心に斯語を學ばんと欲するに至れり。 

白耳義の主府ブルセロに到着してより，秋晴甚だ佳なりしを以て予は爾物飽寺院腫書陀等を訪 

ひ乂,市の近傍を散步せり,卽ちアンヴェルん ラケーノ,テルヴレーノ等に遊び又ヴァテル 

ロの古戰場を弔へり。然れども29 口に至りて天候一變し,其後殆んど每日雨天にして,夜間
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劇場に至るの外戶外に於て何事をも爲す能はざりき。一日散步の折ふと一書店に於て兼て買は 

んと欲せしエスペラントの書籍を發見せり。仍て7, 8册を購ひ，直に其夜より硏究せ始め,二 

週間の後には次の書轄を讀み終れり:“ Diversaĵoj ”, " Esperantaj Proza joj ", " Vojaĝo interne 
de mia ĉambro”,及び"Rakontoj pri Feinoj”. ・を^^!

予は1907年（明治40年）4月日本に歸り, !々エスペラン トの必要を語りしも, 之を學

ばんと欲する者なかりき。然れど好機は間もなく到來せり。我校植物學の敎授大野氏昨夏歐洲 

より歸朝せしが，氏は旣にエスペラントを知りH若干のエスペラント書幫を購へり。予は屢々 

氏と語り，其頃旣に忘れかけたる斯語研究の爲め集會を起さんと欲せしが恰も英文學の敎投杉 

森氏も亦我が同志なることを知り得たり,氏も亦エスペラントの書籍を所有せり。玆に於て同 

志を全校に求めて他に六人を得，かくて吾人は本年1月26日始めて俱樂部を創立するに至れ 

り。爾後每週二回會合を催し,談話及び讀書に依りて斯語を學びつ、あり。吾人は熱心なる會

員ニ名を失ひしを悲しめども,池田氏は航海中以太利のエスペランチストBracci氏と語り,重 

松氏は鹿兒島に於て新に俱樂部を創て旣に會員7名を有せる山愉快なる報知を得たり。又9 
月に至りて新會員四名を得たるは吾人の大に悅ぶ所なり。」

想•出¢す 人’々

I. 佐々城佑

私の話は斷片的なもので許して貰ひたい。第一1920年火災に遇って記錄やうの物も全部烧

いたし,又頗る健忘性なので,歷史的には價値のないものと思ふ,漠然とした印象記位に見て 

貰ひたい。 ヽ

古本屋の亭主 私のエス語は全く橫須賀の賜物である。委しく云ふと，加藤節さんの「エス

ペラント獨修」の廣吿を見た時から始まる。その本の發行が1906年9月30日だ相だから, 

それから凡そーケ月も後だったらう。その頃私は米國加州の首都サクラメントの北百哩許り入 

った片田舍の呆樹凰に行ってゐた。夏の杜事が終って農閑期のU月頃,雨季に入った佗びし 

い農場の粗末なバラックで,io人足らずの勞働者學生逹が日本からの新聞を貪ぼるやうに讀

む，そういった或日,新聞の廣吿が私の眼を射たのだ。生來の語學癖とその頃熱中してゐたト 

ルストイズムの傾向からか，世界語性に强く惹かれ，直ぐ東京の友人に頼んで送って貰った。 

待ってゐた本が着いた時は嬉しかったが,借て始めて見ると,發音の爲の假名が心元ない。英 

語の「羯案內」からの經驗から,最初に惡い癖がついたら困るとし、ふ不安で謎む氣になれなか 

った。1907年C明治40年）の三月頃だったらう，サクラメントへ出ると早速匾書范に行っ 

た。語學,國際語などの書目を調べると,ヴォラピュクの講習書はあったが,エス語の本は一 

部も見當らなかった。圖畫飽員の注意で雜誌を片端から調べると"Review of Reviews ”の 

卷尾に斷片的な講義が載ってゐた。“North American K evie w nの講義も多分吐の時見たの 

かと思ふ。この位なら街の本屋に何か有りネ冃なものと思って搜し始めたが遂に徒勞に了った。 

直ぐパークレに歸った。同地は加州大學の所在地なので此處には有り相なものと思って本屋と 

云ふ本屋を軒別に搜し廻はったが何處にも無力'•った。それ許りか，エスペラントと云ふvorto 
が彼零には全く初耳であった。エスパニョルだ匚うと訊き返へす店もかなりあった。その都度 

エス語の宣傳をすると云ふ妙な役割を演じた。尙ほ懲りずに隣市のオークランドを搜してゐる 
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と，或日どうせ駄目だらうと思ひ乍ら，餘り大きくない古本屋できいた。そこの亭主は不思琰 

さうに私を眺めて,私自身がやるのかと問返すので頷づくと，急に嬉しきうな顔をして「大塑 

良い本がある」と云って渡して吳れたのが，發行後間もないBullen著のEkzercaroであっ 

た。それが5月であった事は表紙の裏にMay, 190？と書いてあった記憶に基づく。それか 

ら半年この小册子と頸りきで邂會話に耽った。その本屋は其後一度も尋ねなかったが今から考 

へると其亭主は或はEsp-ist〇ではなかったかと思ふ。トルキスタンらしい東洋風な，そして 

明るい理智的な貌が今で联眼底に殘ってゐる。その年の暮に日本へ歸る班にしてゐたので非常 

に忙しくはあったが,一遍はその男を訪ねるべきであった。“Enciklopedio de Esp.”による 

と其頃米國各地にエス運動が起ったやうにあるから,本屋さん自身がEsp-istoでないとして 

も何かのエス消息が聞けたのではないかと云ふ氣がする。殘念な事をした。

飯田雄太郎先生 飯ttiさんをEsp-ist 〇として知ったのは同氏が亡くなられた後の事であっ 

た。飯田さんは,私がまだ小學校へ行かない時分からよくうちに來^れたので覺えてゐた。當時 

は「畫かきのオヂさん」としてであった。全く俗離れのした飾氣の微塵もない，一本氣の人であっ 

たと思ふ。私が中學の途中で札幌へ轉校して行くと,飯田さんはその缪校の圖畫の先生をして 

居られた。その後一二年で東京へ出られたと思ふが，私はとうとう無沙汰をしぬいてしまった。 

尤もそれには多少理由ならざる理由がある。それは飯田さんの前に云ったやうな性格から變人 

扱を受けてゐた事は容易く想像出來やうが，「世界の言葉を統一するといって譯の分らぬ纹を 

口走ってゐる」等といった噂があったやうな氣がする。飯田さんにとって世界語愆識がはつき 

りして來れば來るだけ世間からは益々狂人視されると云った苦しみを經驗されたのではなかっ 

たかと想像する。今その「狂人」の群に入ってゐる自分としては誠に濟まな力、ったと思ふ許り 

でなく，何故この大先輩にもっと厚く師事しなかったかと云ふ悔を抱いてゐる。

祝さん1908年C明治41年）か以1916年C大正5年）私が九州にゐた時分には殆どエス 

語を使ふ機會が無かった。唯一囘 旧口年頃（明治44年:）たしか利闌人で世界を徒步で廻は 

るのだと云ふSayerとかいった人に當時弘が住んでゐた佐賀で逢った。エス晤を知ってゐる 

かと訊いたらペラベラ喋り出されて面喰った事がある〇

1913年（大正2年）上京した折その頃物理學校で匪かれてゐた集會で中村，高楠,黑板の 

諸博士にも逢ひした。又支那から來たばかりの祝振綱さんに逢った。大變感じのいい靑年で, 

筆不精の私は別れたきり消息を絕ってしまったので,交際の期間は短かったが，此の人の溫い 

氣持は今でも感じる。物理學校の集會で小坂さんが後藤敬三さんを臺にして私逹に短文の講義 

をして下さったのへ誘ひ合はせて聽きに疔った卒もあった。祝さんは忘れ難い人である。

西川義治さん1917年（大正6年）の暮橫涼の小林商店に英文通信係として勤めるやうに 

なった翌春早々,その頃速水さん方へ週…囘講義に來られてゐた小坂さんに引出され（足關さ

んが呼びに來られた），速水さん方で度々講夷を伺った。私が屁地の講習などに働さ出したのは

1918年（大正7年） の夏だったと思ふ。速水こんには殊の外厄介や心配をお iけした。又問

さんにも『・厚い援助を頂いたが同地のエス連動の本筋は速水さんやその他の方々が書かれる事 

と思ふので，私はほんの傍系釣な事に止めたい。箴

前記の講習はVMCAの室を借りて開いた。かなり華やかなスタートであったと覺えてゐる〇 

その時に古澤さん,椎橋さん兄弟,西川禎造さん（後義治と改っなど後で橫涼運動の中心とな 

られた人々が入って來た。古澤さん椎僑さんC兄さんは早く亡くなられた）は今も盛に活動さ 

れてゐるので,私の不精斑な記憶から云ふ事は差控文,西川さんの事をざっと記して見やう。西
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川さんが初て講習に見えた時,二三週前から千布さんの全程を半分許り讀んだ丈だと云ふのに 

初からペラペラやり出して講師側を面喰はせた。當時西川さんは橫液惟i業の三四年であった， 

一寸爺むさい所があって歳の見當が付き兼ねたが二十歲前であったに違ひない。文學・語學に 

は驚く可き天分に惠まれてゐた。その填から伊藤左千夫の歌や荻原井泉水の句などを喜んで嚴 

んでゐた。又自分でも短歌を作ったりしてゐた，國字の問題などではいろんな人の研究書を涉 

って飽く班を知らぬといふ風であった。さう云ふ風なので商業學校の課程は面白く無かったの 

であらう。學校も卒業前に退學した。

1921年（大正10年）の夏酉川さんが太田町五丁目の運送屋の二階で夏期講習會を開いた。 

講習生な人。尙ほ續けたいといふ講習生の希常で，私と同店に勤めてゐた宇式といふ人の家を 

借りて髓績する事になった。宇式氏はローマ字,假名文字に關心を有って小さな會を作ってゐ 

た。これに西川さんの會が合體する事になった。此の會は1922年の暮が全盛であったが,震 

災で全く消滅した。c此の講習の記事は當時講習生であった大久保C現萩原）ちか子さんの通信 

による）。

燒野原の橫漓を神戶に避難中の一二年も同市のエス運動に活躍された。橫澹が少し復活し始 

めた頃戾って來た。そしてバラック建のYMCAで直ぐ講習を始めた。神中校長の髓澤さん, 

フェリスの池田先生と云った人々が習ひに來られた。その後この會がどう解消したか知らない。

早稻田邊りの下宿にゐるといって來られたのが1927年C昭和2年:）頃だったと思ふ。そこ 

でも講習會を開くのだと云って，きれいな謄寫刷の廣吿を見せて吳れた。

同君が學校を止めてから度々職業を換へた。獨自性が强かった爲か或は趣味に合はなかった 

のかいづれも永績きはしなかったやうだ。然し1927年か1928年かに橫涼磯チの或る紙袋製 

造會社に就職。その後二三冋逢ったがまるで別人になったやう,職務に沒頭してゐたやうだっ 

た。然し.，それも束の間で1929年C昭和4年）の2月腸チブスで僅かー涸間許りで亡くなった。 

だから死ぬる前一年程を除いては,同君がエス語を始めて以來，何處に居ても何をしてゐても 

宜傳と講習に終始して居ったと云へる。

西川さんのエスペラントは淀みなく流れるといったやうな，わざとらしい所の全くない大變 

氣持のよいものであった。あんな人は珍しいと思ふ。私の知ってゐる人の中で强て近似な人を 

求めると，岩下さんのをmalklaraにしたやうなものではないかと思ふ。 此人にもっと年を 

假したなら,きっと面白かったらうと私は空想してゐる。

〔編者附記〕

Japana Esperantisto第4卷第6號C明治42年6月5日發行）に飯田雄太郞氏の計を 

報じ次の如き迫憶の文をのせてゐる。

「飯田君は東京の人，S2應3年東京に生る。議伯淺井忠氏の門に入り洋畫を修め札幌中學校 

敎識札幌農歿校講師筹の職を奉ぜり。君は题め■こ多方面の人にして殊に語學の才に長じ英，獨, 

佛,餐臘，羅匈,伊太利,匹班牙等の諸國語及びエスベラントに通じ,ヴォラビュックの如き 

も嘗て之を研究せりと云ふ。君性謙讓にして沈默nつ多く失意の境遇に居りしを以て,其學殖 

の豐富なりしに比して盛名なく,公職を辭して以來棗箪を弄するの傍某書（羅伺語舉經の舔譯 

及び字典の編篡なりしと云）の編述に從事せしが,其菜を卒るに至らず4月9 H谧然長逝せ 

るは負に惜むべし。本會評議員として亦頗る力を悉L,嘗こ獨力「日エス辭書」を編纂して本 

會に寄せられたり，君の生存中本會終に之を上梓するを得ざりしま遗憾の至なり。」
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エスペラントを始めた時

重松達一郞

たしか明治41年であったと思ふ。战島高等師馳學校に奉職中松山に出張の節，偶然書店に 

於て長谷川二葉亭氏の「世界語」と云ふパンフレットを見出し鳴讚した。然し別段興味も起ら 

ずそのまま經過した。

然るに同年末か翌42年の始めであったか同僚中目文學士 く後の大阪外語學校長）が歐洲留 

學中硏究されたエスペラントの講習を始められたので同僚數名と之に參加して硏究を始めたが 

此の度は大に趣味を感じはじめた。

明治42年8月鹿兒島高尊農林學校に鶴任以來も常にエス語の勉强に從事した。廣島持代 

及鹿兒畠時代の初期に當ってはエス和辭典などはなく丸善より英エス及エス英辭書のごく簡爪 

ななのをとりよせてこれによりて勉强したものであった。

鹿兒島に於ては同僚數名と語らひエス語硏究會を起したことがあったが永續しな力、った。又 

髙農學生に畫克後の卅分を利用して講習會を數年催したが二三のエスベランチストを出したの 

みで努力も大した實を結ばなカゝった。その外熱心な人々と硏究會を作って居たが會員の轉出そ 

の他でこれ又永續しなかったことを殘念に思って居る。 ：

時勢の進步とともに近年は我國エス語界にも靑年有爲の俊才續出して大に意を强ふして居 

ろ。斯界のために歡喜にたへぬところである。も早老骨余の如き心身衰弱Lたものの安じて引 

退する時期でおると思って居る。

往時を顧みる時茫として夢の如しである。小生如きは文獻のきはめて貧嚴な時代所謂獨學的 

に斯語の硏究に從出したはのでその學習上の不便を感じたのは勿論であった。當時廣島在住の 

髙橋邦太郞氏とはおに書翰により互に意見を交換して居た。これによりて余の啓發されたこと 

の多大なことは今も尙高摘氏に對して感謝して居る。

近年は兎角病床に親しみ勝で何等の運動も出來ないことを殘念に思って居る。

露都駐在中エス語を學ぶ

萩野末吉

私は幼時より佛語,英語,支那語を學ぶこと數年,而して一つも役に立つ迄に成功せず。露 

25に至っては25歲の時より學び始め前後8年師に就き學びたるが完全には役に立たず。其發 

音に至っては特に然り。露國內の旅行の時はさまで不自由を感ぜざりしが,一度國境を越え歐 

米の旅行,就中北歐や,バルカン旅行の時はき葉の通ぜざる爲め困難少なからず。此不便の爲 

め苦辛せむ事は一生忘れ難き审なりとす。

私がウラヂオストックで一生懸命に露語を學んて居る時代 卽明治!8年に支那話の通譯を 

伴ふてポセットに向ふ航海中,乘客中の一人の踞國海軍士官が頻りに世界語の有利な事を話し 

てゐたので多少談論もあったが私は大いに耳を傾けて聞いた。併し書いた物もなく其儘になっ 

たが多分Volapiik語の事なりしならん。ウラヂオ地方でも西語も入用支那晤及朝鮮語も入用 

で實に不便だと思ひながら日を送った事であった。

明治41年の末と思ふ。私が露都ペテルブルグ在勤中露國大尉でポストニコフと云ふ人が丙國
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エスペラント會の會長の資格で訪れて來た。其用向を聞いて見ると「明年ペートル大帝がポル 

タワで瑞典軍に打捷った200年紀念祭を同地で行ふので政府は各國に向って代表武官の參列を 

案內することになって居る。就ては各國へ御依賴して其參列者が途中中立詰を學んて來られ中 

立語を以て其會場の用語とせられたら大に便利であって至極好感を起させる爭と思ふ。云々」 

と'の事であった。

私は中立語とはどんなものか一つ讀んで聞かせて貰ひたいと云ふた處一つのエス晤雜誌を取 

出して證出した。頗る耳あたりの好い言葉であった。大尉の宙込は自分としては面白い考へだ 

と思ったが,實行は不可右总の事的と腹の中では決定して居た。夫で日本政府に取次ぐ薪は然る 

べく答へて置て自分自身大にエス語に興味をもち,犬尉より月々雜誌及孜科書字引等を買ひ少 

し宛濁習を始めた。其翌年ストックホルム府に滯任して居った事があった力ĥ度そこへ黑板博 

士がエスペラント大會に出席しての歸途に來られ始めてエスペラントの事を詳しく聞き日本に 

电會があり雜誌もででゐるとの事で益々興味を持ち，遂にH本エス學會の前身たる協會の會貝 

となり今日に至った次第である。ストツクホルムで同地のエス會の次長とか云ふ人が黑板博士 

を訪れて來てエス語で談話をして居るのを傍で聞いて，解らぬなりに何だか面白かった事を記 

憶して居る。博士よりエス語の本を若干貰ひ今尙盖唸に保存してゐる事である。

爾來エス語の宣;專には微力を盡して居るが公私の上に種々の故障があって十分に活動し能は 

ざりしは遺憾の至り,其內に老年になり健康を損し益々意の如くならざるは致方なき次第なり 

CLa Revuo Orienta, 1926年4月號附錄より拔萃）。

エス誌を學び始めた頃

大石和三郞

エス語の鶯き初め エス語といふ名前を私が初めて耳にしたのは明治39年頃のことであ 

る。當時エス語が初めて盛んに日本に輸入せられた頃であって新聞でエス語の講習會があると 

か仄かに見たやうであるが當時私にとりてはエス語は何導氣に留むべき對象物ではなかった。 

明治40年の末,故中村精男博士が歐洲より歸朝の途次,佛船內で佛國水路部員某の爲めにエ 

ス語の宜傳を受けられたのが茲で同曲士は急に熱心なエスペランチストになられたので隨て私 

も亦同博士から頻りに說'注を受けました。明治42年の夏かと覺ゆるが水産B習所の掘託を受 

けて房州館山に同講習所學エに氣象眼測の實習を指導したことがある。同地に赴く:□めに東京 

靈岸島から汽船に乘ったが船中の無聊を需する爲めに玆に初めて〇,Connorの„ Esperanto"を
誼んだ。通讀三時間エス岳の要領は解った。館山に上陸するや直ちに當時水壷講習所の講師で 

あった子爵田中阿歌曆氏にエス語の講釋をなして同子爵を麗嘆せしめたことがある。併L當時 

私はエス語の實用的價値を疑って居たので更にエス語を深く學ばうといふ氣はなかった。

エスペランチストとなりし動機 然るに明治44年の春,私は獨逸に行くことになり同年秋 

には同阈ボツダムの氣象臺で硏學することにした。處で同氣象臺には地磁氣舉の大家で當時旣 

に13年もエス話をやったといふAd. Schmidtとし、ふ先牛があった。ここに私は再びエス語 

の宣傳を受けた。其の年の11月初めポツダムに於けるエス會主催の色合があったので勸めら

れて之に列席してみた。そして初めてエス語の會話を聽いた。演說は3!烹いた。唱歌も聽いた• 

かくて私は初めてエス語の實用的なことを自覺した。そして愈々エス話を學ばうと決心したの 

であった。 ハ ・• - :



49 (233)

ポツダムに於けるエス語講習會 當時ポツダムに於てはエス語の講習靈が開かれて居た。私は 

直に之に申込んで講習員となった。講習は每迴木曜日一囘でり:後8時半から10時までであった。 

10月の末頃から始まって居たものと地え私の始めたときには旣に2囘ばかり講義が濟んで居 

た。かくて翌年三月末に講習は終った。講習の初は講習員が十八人許りあったが修了の際には 

十人許りになった。講習家は全期で參風で其の外每囘出席の科度,點燈料及び暖室料としてー 

人五錢づつを拂った。講翟員は男女备4'數づつ位であった。勿論日木人は私一人だけで他は皆 

獨逸人であった。中には老夫妬・及び令孃の一家三人で來會して居るものもあった。議師は氐 

Marka u氏であった〇 , 小 ・:. . . 1

ポツダムのエス翁に入會 私は講習會を修了してからポツダムのエス會に入臼した。このエス 

會は猱逸エス語協會の支部であるから私は自然撰逸エス語協會の會員となった譯です。會では 

毎週一囘水曜日に會合をなし由自會話や演說や唱歌や或はエス語の硏究をするのであった。や 

はり晚の8時半から始まって10時か11時に終るのであって會合は極めて氣樂なやり方で麥酒 

とか珈琲とかを飮みながらするのが普通であった。ポツダムは伯林から汽車で30分間程の處 

であるので伯林支部のエス會合には屢々參加した。猱逸のエス會では屢々遠足會が催された。 

歸途は追當なる斜理虫に入りてー嵐晚餐をするのヵ啓通であって城後には我踏會になるのが多 

カ、った。遠足會では終□エス話を話すのであるからエス語の練翟には最も有効な戈法である 

と思った。利、は一度遠足會に參加してから初めてエス晤の會話に自信が出來たやうな感じがし 

た。大抵のエス會合には刃女同數位であって時には女の方が刃よりも多いこともあった。會話 

の練習の爲めには私はポッダムのF-ino H. Nicke!其他獨逸の多くの女性の方々に負ふ所韵か 

らざるを今もなほ感謝して居る。ポッダムに滯在すること一年餘。去るに臨みエス會の人々は 

私の爲めに送ŝu會を甌いた。私は吿別のエス語演說をした。奉會者にはエス語を解せめ•人も澤 

山あったのでニッケル孃は爲めに私の演說を獨譯したのであった。Ad* Schmidt敎授は專色滿 

面に溢れ余に固き握手をなされた。由來先生は握手が嫌いと見えて平生は容易に握手を交す人 

でないが此の日に限りて賞に悠勲なる握手をドさったのであった。力・くの如くして私にとりて 

はボツダムはエスペラントの故鄕であり又終牛忘るべからざる土地である。

1912年の夏クラカウで第8囘虫凰エス大會が開かれたとき私はポッダムのエス食のDelegito 
として之に倉加する積りで旣に大會費まで納めたのであったが偶々自分の專門としての學術的 

旅行と時期が重なり合ふこととなった爲めに遂に大會出席の初志を果たすことが出來なくなっ 

た。而して親しく我が敬愛するD-ro Zamenhof先主に面接するの機會を得んとして遂に之を 

失ったことは終生刀遺憾とする所である。 :.

I»洲旅行中の經驗 當時猛:逸のドレスデンでは巡査がエス語を知って居た。電車の車掌も鐵 

道の役人も知って居た。私は停車場の改札人に向って强:逸語で尋ねたのに私の齣につけた綠星 

章を認めて位ちにエス語で應へたものがあったのには一翁を喫した。同じく獲逸國のミュンへ 

ン市の電車に乘ったら直ちにBonan tagon, sinjoro!と話しかけられ驚いて見たら車掌であ 

った。是れがエス講習を終ってから三ヶ月後の旅行中のこととて殊に嬉しく感じた。

歐洲にはエス語の通ずる张館力:處々にあったのであるが私が自身で利用したのは巴里に於け 

る旅館であった。旅館の主婦はエス講習會の修了證書を有するエスペランチスチーノであった 

のである。余は佛皓に慣れなかったので佛語を練習したかったので事の簡單なるものは總て佛 

帶で主婦と話した。けれども込み入った話はエス語で辨じた。余はまた主婦から佛語をも學ん 

だ。解釋は勿論エス語によったのである。エス語の助けで他の外國薔を習ったのは是れか:初め
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てでもあり又終りでもある。當時巴里の市內には旅館のみならず灯貨店とか書店とか種々の向 

店にエス語の通ずる所カ譯山あった。• '呻^

巴里エス魯の比爱當時巴里は全は界に於けるエスペラントの中心であって最も活躍して居 

たやうに思ふ。巴里全市中のエス連は每週金曜日の夜に大學の講義室内に集會して尽た。巴里 

滞在中私は屢々この例會に出席してエス語の演說を聽いた。Sbeil將軍の莊重なる面影， 

Bourlet敎授の流暢なる辯舌は今逖ほ眼前に浮ぶやうな氣がする。月の12 Hにはいつもエス 

ペランチストの晚養會がある。私も一度招かれて此の會に臨んだことがある。參會者は百人餘 

であって佛國人の外に英，獨，以，露，日,支,墨其イ也幾多の外國人があった。何れも一樣に只 

一つのエス話のみで談論するのであるから誠に愉決であった。佛語に不得手な私のことである 

から佛語など一言も話さず勿論エス語一點張りであったので後に此の晚輦會の記事を見たら 

「何導の歐洲語の智識なくしてエス語のみで世界を旅行して居る」と私の爭を評してあった。曲 

白い觀察でもあり又時宜に適したる宣傅でもあった。

次に巴里滯在中エス黨であった爲めに得をした一例を搦げる。それは巴里市内でkatakombo 
を見物したことである。katakomboとは地下の墓所である。巴里にあるものは地下20米位 

に地ド道があり長さ一軒餘もあるであらう。其の兩側に腕の骨や股の骨が林木のやうに館ねら 

れ其の上に累々たる頭骨が整然と列べわれてあって其の致の莫大なるに驚くばかりである。之 

を見物するには警察署長の許可證を必要とするのであって私たどはそんなものを見やうとの野 

心が毛頭あった譯もなく又katakomboの名前さへ知らなかったのである。然るに或るエス會 

の席上,當時巴里に來て居た英國人が立って參會者一同に向って言った。「自分はkatakombo 
見物の許可證二通を持って居る。希望者あらば一通はどなた樣に差上げてもよい」。と私は直ち 

に希望する旨を述べて全く見ず知らずの此の英人と共に世界の珍たる门骨の地下道を見るの機 

會を得た。是れ全くエス語の賜であった。

以上は余が歐洲旅行中に經驗した二三の例に過ぎない。何れの國,何れの市を問はず我々工 

スペランチストは到る處に歡迎せられた。實質的に利益を受けたばかりでなく,異鄕の空にあ 

りながらも家鄕にあるやうな親しみを受けた糯神的の利益は實利の幾十倍に當るや測り知るべ 

からざるものがある。是れも24年前の昔の經驗である。今ヨに於けるエス詰の普及は昔と比 

べ物にはならめ。それだのに今尙矗エス裁がまだ實用にならぬなどいふもののあるのは氣が知 

れぬ。尤电エス語の解らぬ人にはエス語を實用することが出來る譯はないのであるから非エス 

ペランチストではエス語の非實用を唱ふべき資格はないのである。

エス語を人に敎へたこと 歐洲より歸朝の後,中央氣象寒始め處々でエス語を敎へて見た。當 

時日本での敎へ方は多くは文法を章んじ又は書物を讀むのを主眼としたので私は主として會話 

から淳き入るる为法をやって見た。今日レクタ・メトードとか何とか云ふやうな方法に似寄っ 

たものであった。講習を受けたものも妙くはないが熱心な同占として殘って居るものの少きは 

甚だ遣憾なことである。併し百の蓮子は失はれ千の種子は滅するとも倦まず弛まず種子を蒔い 

て行くのが我等の務と思へば致方もないのである。

エス語の宣侮は機會ある每に相當にやった積りである。東京におっても地方にあっても或は 

汽車中でも汽船中でもやって見た。或る人からはエスペラントは宗敎のやうなものですねとご 

はれた事もある。之に對して正面から反對を受けたことは殆んど無かった。エス語を知らずに 

薮で反對するものがあるの口上末が惡い。寧ろ正々堂々と反對して吳るる人があったらば其の 

誤解を解くのに却て都合が宜いと思った。エス語に對•して賛意を表する人は多いが,夫れなら 
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£まとて愈々硏究しやうとする人は少なかった。また研究は始めても永續きのする人は少ないの 

であった。要するに天庄*年頃までにはエスペラントの種子は蒔いても私共の蒔いたものは殆 

んど何等の實りがなかったやうなものである。ただ後年の發芽に際して必要な培養土としてで 

も幾分かの役に立ったかも知れない。
<

長府でエスラペント學習の思ひ出

・ゝ・ 梶間百樹

余の鄕里は山口縣の長府である。關東大災農に遭って持って居た書籍を全部焼きその上この 

霍災以前"記憶が明瞭を缺くが,多分明治43年の8月であったと思ふ。日本歷史地理學會の 

夏季講演會が長府に開催せられて,その道の名士や篤學&力:多數此處に集った。

この會期中一タ町內の某寺院でエスペラントに關すみ講演會が催されて,土地の中學の敎諭 

であわれた野原休一氏がエスペラントの發音や造語其の他に就て一通りお話になり，黑板博T： 

からは該語の山來現勢並に國際大會の模樣等に就てお話があった。聽衆の中には旣にこの語に 

ついて多少は知って居た者もおった模樣であったが,余はこの會で始めてエスペラントと云ふ 

ものを知ったのであった。當時私は中學卒業後健康を害して家にあり保養して居た時で無聊に 

苦しんで居たので早速協會に入會した。すると協會から三，四十頁許りの袖珍の辭書兼用の獨 

翟書が送られたので，これに依つて獨習した譯であるが,この書は英國で出版されたものであ 

り余の英語は中舉で習った許りのものであったから，どうもこれだけでは意宋の徹底しない樣 

な處があった。後に千彳氏のエスペラント全程が出版せられたので是によって始めてほんとう 

の學習ができたのであった。

以上の樣な事情から余はエスペラントには共嗚を持ちその學習は始めたものの，元來語學は 

甚だ不得手であることを自疑して居た爲めかどうも熱心にな九なかったが，英の後健康を恢復 

L.て中央氣象臺に入り又測候所に勤める樣になって,その先輩に熱心家のあったお蔭であらう, 

協學が學會に變って今日に及ぷ迄三十年近くこれに籍を浚いて居るのであるが，前にも述べた 

如く甚だ不熱心で此の點何とも汀顏の至りである。

雜魚のこ、まじり

• 伊藤徳之助

エスペラント運動が本邦に起ってから大正8年迄の間の回想を書;ナといふ岡本君からの御薦 

.めではあるけれども,丁度それ迄の問は他の眞摯な開拓者とちがひ貝殼に閉ぢ籠った爐のやう 

な殆ど他と沒交涉な時期であって,何等語るべきものがない。しかしたつての御薦めであるか 

ら追憶を辿ってみるのも口分だけには興味の深いことである。

明治39年の夏のことだ。といへばもう30年の苛になる。當時10炭8月の少年だった。 

今でも嫌な英語，殊に米語の發音ときたら蟲ずが走る程たまになく嫌だ。その英語に小學校で 

はいじめられ家に歸れば下手な家庭敎師に惱まされ，ほとほと英語嫌忌症に罹ってゐち。夏休 

みの一日，神保町を通ると,繪端書屋の上形屋の反對側にあった彩雲閣といふ本屋の上看板が 

跟についた。「誰にもわかる世界語」長谷川二葉亭著といふ大看板だ。誰にもわかる……すば 



らLい魅力だ。世界語!何といふ福音だらう。大枚? と思って本箱め隅からとり出じこみ 

ると惜しいことに奧附の一枚が紛失してゐる だが確か20錢だ を投じて早速頁をめく 

り乍ら,值夏の神保町の通を走るやうにして歸宅した。

その時の喜び，だが殘念にもザメンゴフcさう書いてある）の肖線は契板術の未熟なためセ 

ンチな少年には少しグロに感じられて,一寸親しめないやうな氣がしたものだ。

後:Fビャリストクに偉大な先覺の生家を訪れ,その業蹴を偲んで泪を流した時にも,なほ臥 

の下手な寫贯版から享けた印象はどこか胸の片隅にこびりついた洙のやうに殘ってゐた。

だが一度「世界語」の冼禮をうけるや，英米語なんてそっちのけで，一人で勉强したものだ。 

相手はなし遲々として進まない。東京堂を漁って,やっと加藤節氏の「エスペラント獨修」,黑 

板博士の「エス和鄒典」を手にしたのは，その年の秋だった。

協會の設立したことを知っても,小學生では一寸入倉する勇氣もなかった。僅に東京堂の店 

頭から雜誌を買ひ,中西c後に丸善神山支店となる）にたのんで,二葉亭義に載せてあった旣刊 

書三十一册の中から二三とりよせて貰ったりした。しかし英語で設明してあるものは肝腎の英 

語が讚めない。ライフ•エッのモナド□ギーオなどは,少年でなくても荷がかちすぎる。

然しエス運動の衰退や富迫とともに，中學生になってゐた私は,たまにとり出して讓む位で 

明治時代は終ってしまった。 ‘. ' 二ご劉

大正元年,一高に入學した耍から，またぼつぼつ勉强し初めた。死んだ東宮豐逹君は,同期の 

三部の學生だったが，當時氏:エス語の勉强をしてをられたかどうか全然話したことはなかっ 

た。只同級生の二三にエス語と佛語の智識の交換をした位だ。

偶々先輩の小坂狷二君が，非常な逹人であり,工科大學の學生が本職か,エス語の先生が本 

轍かといふうはさを耳にした。しかも小坂君は,私の小學時代からの友人吉川君の父君の經穂 

されてゐる岩國藩の寄宿舍にをられることを知ったので，早速訪ねていった。大正2年のこと 

で,氏の活動振りは凄じいものだった。橫須賀での講習,雜誌や講義鉄の胳寫版刷。あの熱意， 

あの努力，想ふだに尊敬の念に耐えない。その講義錄は,後に辛北からエスペラント講習吉と 

して美裝して上梓されたものの前身であり,氏は同時に大成エス和辭典の編慕をやってをられ 

た。中村c橋男〉黑板兩博上や千布氏の笛で編慕されてゐるが,實に小坂君の大學時代の精進 

の賜である。 ’•

小坂君を訪ねるのと飢後して，不便な目黑の奧に原田素軒翁を訪ねて,エス語の書物を買ひ 

オリエンタ•アジー才を貰ってきた。あの美い、木版刷の表紙,纖細な膽寫版の本文。大それ 

たことに私は,蔑葉集を譯してみやうと思ひ,身の程しらずに一つ二つ書いた.ことがあるのは 

今更汗顏の至である。 * 叮^HI

その頃となって,小坂君に誘はれ銀座のパウリスタで開かれる例會に出席したりした。初め 

ての時の印象は深い。列席者で想ひ出さ2しるのは,大石理學士（當時中央氣象臺統計課長》黑 

板博士,祝扳綱君だ。私ははじめて大石氏や祝君にエス語の單語を並べて喋ったと思ふ。

然し性來のひっこみ思案は，乂机の上の勉强だけに戻り初めた。外人と繪端書の交換位で。

大正4年の秋理科大學に入ると,金澤で活羅してゐた淺井惠倫君が文科に籍を置かれたこと 

を知った。小坂淺井兩君の骨折で,初めて大學のエスペラント會ができ,學生集會所で會合を 

開いた。淺井君がしきりと喋り續けてゐたことを想ひ出す。

しかしエス語は,理科大學c中央氣象臺では中村臺長大石課長の熱2で,藤原咲平博士や中 

村左衞門太郞博士等の，今ではエス語など見向きもしない速中迄短い乍らエス語の論文を書い 
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たりしてゐたが）では到って不評判だった。大正6年,結晶光學の宿題をエス語で書いて出し 

たために7中村淸二博士からひどく白眼視された。これは大正8年より後のことになるが，ア 

インシュタインが來朝した機,晚餐會の席上で，長岡半太郞先生は,アインシュタインがエス 

ペラント會の名蟹會長になったことを御存知なく,何かの序にエスペラントなどやる位なら漢 

文でもやった方がいゝと,例の豪快な笑をされたC平常はエス語の代りにローマ字などといは 

れてゐたものだ）。ところが中村先生は,數年蘭の宿題のことを覺えてをられて,僕の顏を見乍 

ら,「こゝにエスペランチストがゐますよ」なんて長岡充生に言はれた上「君,あの宿題にはま 

ゐったよ」と例の微笑をされた時は,つくづく情なくなった。だがそれは私のエス運動に油を 

かける一因となった〇

私が及ばず乍らエス運動の戰線にのり出したのは,大正8年福岡に赴任してからのことで, 

從って今度のテーマから外れる。 ’•・

顧みれば明治39年から大正8年に到る黎明期に於いては,私はエス運動に何等貢献すると 

ころがない。只々自分ひとりの修業にかゝってゐたにすぎない。他の熱心な運動者を少しでも 

助;ナることをぜず;それに任せて晏如たるものがあった。ことごとしく書けば書く程,却って 

恥をさりすだけのことになる。今更ら顧みて恥しいけれど施す術はない。只私の眼に親しく映 

った,小坂君,原田翁の眞挚な努力の姿は,今日に於いて誰に覓めることができやう。せめて 

もその姿を卬象づけること力:できれば，私の目的は達したのである。

思 ひ 出

河村北星

二十年ぶりに髙知から遙々畏友藤田關三氏の御來訪を受け,Revuo Orientaの特樹記念號に 

三十年昔の思ひ出を書けとの事であったが何分にも古い事なので記tsも極めておぼろげで書く 

材料が無いと御斷りしたが，許されず,强ひても思ひ出せとの嚴命のまま,枯木氐山の賑ひと 

柄にも無い筆を執る事となりました。

現在の自分はエスペラントとは凡そ緣の遠い能樂や謠曲に沒入して居り,京都に於て初めて 

のエス講習生として佐愍政資氏の御指導は受けたが而もesp-istoとしての僕は花火線香の樣 

に第一戰に討死して仕舞ったのだから，全く御恥しい次第である。

明治40年春の意義深い日本エスペラント協會京都支部の發會式に就ては藤田氏の御記憶に 

讓る事として,甸爰都汰テルの晚餐會のtabloで最年少の故を以て黑板博士の隣席を汚した事 

が優越感と川さう力、,他愛もなく嬉しかった书と散會後玄關先で來賓諸先生方を御見送りして 

adiaŭの交換に柔い快い響の中に新人らしい淡い矜恃を感じた事でもあった。

講習會は松籟久々の知恩、院山內良正院で開かれた。住職角田俊徹師の御好意であったらしい。 

若き英語の先生であった俊徹師は勿論熱心なesp-istoであった。會場はガランとした天井の 

髙し黝ずんだ廣い•一室に暗い電燈のドでボロ机を並べて新人の意氣に燃えて頗る熱4曲講し 

たものである。議習生はサア十四五人もあったか,二十人もであったも知れぬ。當醫專在學の 

三村信常君と帝大注科の山疋庸彥おが吐話役であったと記憶する。三村君は丸刈りの秀才型， 

山本君は長髮の哲人肌の人であった。.， < .；

佐藤講師は大學生であったが相當の年配でドッシリ重みのある人であった。講習生の色分は
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勿論學生が大多數で中には會社員や銀行の方も相當にあった樣だ。孰れも外語の繁雜な文法や 

例外や慣用法に惱まされてゐる人々なのだから,どんなにエス語の造語法に興味と想徼を冇っ 

た事か。外國の某商業會議所では令後esp・istoで無ければ採用しないとか，世界巡禮にesp・ 
istoは他の外語を知心なくても何等の不自由を感じないのみならず,相當歡迎を受けるとか, 

當時エス靑年の血を湧かせたものであった。

僕が小平房吉氏を訪ねた折c當時は無暗に未知の人の間に繪葉書交換の流彳亍時であった）早 

速繪はがきのalbumoを見せられた。それには各國のesp-istoから送られた色々の繪馆書で 

つまって居た中には美しい文字や#派な文章もあったが，參くは文字弱タドタドしいエス人で 

あった。憧れの日木へ行ったら是井君を訪ねる。その節は神戶まで迎へに來て唄れとか,京都 

の名勝を案内せよとか,逆去嬉しすぎるやうなのも澤山にあった。小平氏は一二度どこかの工 

ス雜誌に密葉書交換の戲吿を出したのだがメ ール每にドシドシと投り込まれるので今後どうし 

たキのかと悲鳴を擧げて居られた事もエス人らしい惱であった。

當時のesp-istoの多くが我等同樣花火線香式に終った事は當時硏究機關として雜誌はあるに 

はあったが@合が無かった爲ではあるまいか,兎に角今にして還憾の極みである。

想ふにエスペラントは電話の樣なもので加入者が多くなればなる程功徳が廣大となる。現年 

のエス人は相當に深い研究を積んで居られる事であらう〇恰も十數年前の寫眞熱のやうに猫は 

杓『氐やり出した所謂初物I喰時代のamatoroは早く討死して一眞而Ŭな方々のみが殘られた事 

と信ずる。今後が本當のエスペラント時代を作るのでは無からう力、。注もの事に中學や女學校 

で七面倒臭い他の外國語の代りに世界話をやらせる運動は起らぬものか?洋々たるエスペラン 

トの將來に遠大なる希望を繫ぐものである。（昭和口年4月27日稿）

協會京都支部發會當時の回顧

藤 ffl M 三

私が初めてEsperantoを學んだのは京都府敎育會雜誌に載せわれた佐藤政資氏の「エスベ 

ラントに就きて」と題した文によってであった。私は日本エスペラント協會京辄支部發會式の 

記念克负の裏に明治40年春と記してあるのて私がエス語を學んだのも其の頃の事と思って居 

たら,今囘用事があって京都に來た序に京郴府敎育會を訪れて當時の雜誌を借覽するに及んで, 

之は私の思ひ違ひであることを發見した。同珈誌は明治39年10月の第173號に初めて佐

藤氏がエス語の紹介をされた。此の文には日本に於けるエス語發達の槪略，ザメンホフの斯詰 

を工夫するに至った由來，エス話の實用性について,最後に獨習參老書について述べてある。

翌月の第174號，175號,177號,178號の四號に亘って相當に詳しくエス語文法が記述されて 

ある〇

私は當時京探府第二女學咬に勤めて居た關係から敎育會の會員であったので,この雜誌をと 

って居て,珍らしいので次ぎ次ぎ號を追うて款んだわけである。だから私がエス語を學んだの 

は39年の秋からであった。尤もエスペラントといふ國際語があるといふ事は之より前か心知

って居た樣に思ふ。併しどうして知ったかは全く記憶がない。 J 蠢
同雜誌第174號からはエス語の紹介で語彙や，練習題も載せられて一通りエス語がわかる樣 

になって居る。
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第174烧は第14-19頁の6頁,第175號は第9-15頁の6頁,第177號は第17-18頁 

の2頁，第178號は第10-14頁の5頁で合并19頁に亘るものでちった。

これが四六倍版二段組の雜誌だから相當詳しく說かれて居るわけである。

京都に於けるエス運動に就ては當時の講師現京都藥專敎授佐藤政資氏が書いて下さる事であ 

り又珍奇な資料な拜見出來ることと思ふか邈に日本エス運動の一事霞と思はれる一節を同雜誌 

から引用さして貰ふ。 ・

……昨年C38年）黑板博士が直言誌上に紹介された時は恪別世の注意を惹かなかったが ，

本年滇迸新聞上に掲げられた同博士の談話が大に世に反響し 嬷て日本エスペラント協會の 

創立となり……C第173號）

とある如く , 乂旣にガントレット敎授の夏期講習又通信敎授で30餘年前に斯語が相當弘く世 

に識られて居た事が想はれるのである。

按こ私としては唯獨りで同雜誌を繰返し繰返し讀んで見ると英語などとは遠って發音法の簡 

易なこと,語法文法が規則正しく例外のないこと，卽ち如何なる語學よりも學び易いことカ曙 

しく私の心を惹いた。併し雜誌の練習題をやったりして居たに止り,エス協會に結び付くこと 

をしなかったのでした。所がその後，どういふ所からか4°年の春,協會の京都支部から發會 

式の案內狀を賁った。小坂氏の書かれたものによると之が4月珂日だとの事だが,何でも日曜 

日の午後であった事を記億して居る。行って見ると現京大敎授,當時大學院厚生であった野上 

俊夫氏や，師範學校の主席敎藏増澤長吉氏が來て居られた。過白,會場であった當小路六角ド 

る生祥尋常小學校に當時を偲ぶべく訪れた。同校の校門は西面して居る。その右に體操場があ 

って，此處が式場であった。二階の疊敷の室が控圭であった。校門を入ったところに井戶があ 

って植込みになって居るが,校門を閉めて之を背にして東面して撮影した。同校は場所を借り 

ただけで,この事については同校に何の記錄もない。唯エスペラントの發會式があったといふ 

[1碑が殘って居るに止る。尤も聞く所によると其後同學區內で綠星會と言ふが結成されて，三 

條通轶屋町東入杉本氏の指導と盡力でエス講習會が催されたとの茅である〇

この發會式場で友人の河村晡巫君がエス語をやって居ることを始めて知った。同君とは旣に 

知りあひであったが,二階の控董で色々庄旋して居られるので偶然エス語に於ても亦一しょに 

なったわけである。式の順序は忘れたが,黑板博士がエス語で挨拶を述べられた。白紙に數枚 

もある長いものであったが私には鷲味は解らなかった。それから京都园書館長の湯淺吉郞氏が 

舊約聖書のバベルの塔の故事を引いて言語の混亂，分化から，國際共通語の必要を浪:かれた。 

最後に丙田俊徹師がEsper 〇の獨唱とあったが實際は期讀があって式は閉ぢた。終ってあとに 

殘ったものが記念の撮影をやった。

其後も私は河村君からJapana Esperantisto して獨習して居た。記憶に殘って居るこ

とは同誌のエス文和譯の課題に應じて蹴書券を直ったことであった。其間に長谷川二葉亭の 

「世界吾」及びつづいて「世界話讀本」を購って讀んだこと，それからドンキホーテの一章とま 

だ何か二章ほど集めた一册子があったが,今は書名も內容も全く記憶にない。書庫を探したが 

どこに紛れ込んだのか，はた失ったのか見當らない。當時辭典のよいのがないので蹇に不自山 

であった。そこでA. MottequのEsperanto-English Dictionaryを奮發した。この本は當時 

では最も語數の多い辭書であったかと思ふ。130頁で語數が3500ある。Universala Vortaro 
にある語が2400餘。二葉亭の「世界吾」にある語彙が1600なのに比べると大分參い。それ 

に合成語も杠當にあるので，當時では最も語彙の豐富な辭典であったかと思ふ。頁數が130頁



56 (240)

あって1頁1錢に當るなと思ったから多分1同30錢もしたかと思ふ。2志8片となって居る。 

取り次ぎの書肆が「丸善が口錢を出して吳れないので口錢なしで御座います」と言ったのを覺 

えて居る。

此の辭書を于にしたものの，造語法がよく解らないのと,色々な疑問を解いて吳れる指溥者 

がなかったのと,讀書の資料が得にくヵ、ったのやらでいつの間にカ熱がさめて，折角覺えた工 

ス語は中途半端で忘れるともなしに昭和5年に初等講習でやり直すまで全く私の生活から消え 

去ってしまったのであった。一時は熱心にやった勉强も結丿ノは世間並の物好きに終ったのは甚 

だ恥しい次第である。C昭和口年4月29日霜）

日本で最初のエスペラント語學校

小山英吾

30年も前のことで自分の記憶も十分でないが明治39年8月の或口の事であった。大杉氏が 

當時長兄（小山庸太郞）が經營してゐた習性小學校（當特東京〃にはこういった個人經營の小學 

校があった）に尋ねて來られ實は今度エスペラント語の學校を開きたいのだが校舍の一部をか 

してもらへないだらうかと申込れた,それでどうせ夜は空いてゐるものだし,ではお貸ししま 

せうと云ふことになった。

私はエスペラントについてはその時全く初めであったので私も一統に敎へてもらひませうと 

話したのであった。同氏は快諾され，どうせやるのだかわ御宅の方でやって見ようといふ人か

あるなら御入り下さいとまで言って吳れた。

私の習注小學校は當時本卿の壹岐殿坂にあった。丁度今の豈岐坂の東洋女子齒科醫專の所が

そうで門は北側にむいてゐ, 今の醫專の南側の廣い道路は農災後出來たものでその當時は涯動

場になって居た。

このエスペラント甜學校は9月17日午後6時花々しくその開校式をあげ酒扌「勝軍氏が得意 

の美諱を以てエスペー口を獨唱し安孫P,磯部，飯田等の謎氏の演註があり最後に大杉榮氏ノ） 

敎授方針についての話があって午後7時散會Lたといふことが當,点の雜誌の記事にもしるされ

てゐる〇 ・•-

エスペラント語學咬の看板はその數日前C?）にかかげられ開校式には私も出席した。

生徒としての入學申込者は40餘名であった。當時はまだ一般にエス語とはどんなものか十 

分に知ってゐる人も少い時代で又從って入學するものも確固たる信念を以て居るものも少なか 

ったらしい。而して生徒も各種類の人々で年5H統一なく中走の人,壯年の者,為年の輩,或 

は學生,或は官吏,或は商人，會社員等千差萬別であった。

兎に角この學校は毎日午後6時か以一時問半の授業で購対としては大杉榮氏准一人之に從事 

された。’• •' ・呂述

同氏は當時二十二歳の询年で一見所謂るハイカラ紳士で中肉中背普'疋の談話の際は少し吃る 

節があるやうであったが誌學となれば左程でもなく親切丁寧に敎.へられた。

當時の敎科書が今でも私の手許に二葉亭氏醫の川界語讀本やガントレット丸山兩氏著の博界 

語が殘ってゐるし又二葉亭氏著の世界語も參考書として使はれたと思って居る。

今も所持してゐる當時のノ -トがあるが之にはいろいろ作文やその他文法の六ヶ敷しいもの
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が細々とき已されてゐる。そのノ ートに當時の時間割が出てゐるので紹介したい。 

月曜日 文法讀書 火曜日 叢書作文 水璀日 會話會話

木耀日 譏書作文 金曜日 詩暗誦

となってゐる。土曜と日曜は休日であった。授菜は一時間半を二分して間に小休みがシ分位あ 

った。

生徒は皆幾分外國語の知識のあるものであったから，比較的進步も著しかったらしい。その 

時分の規則でみると12月15日に授業が終ることになってゐるが15日が土曜日だがら14日に 

終諜したものと思ふ。

終講間近になって卒業式に唱へる準備として酒井氏が來られ レEsperoの歌の超、習を行っ 

たことを記憶してゐる。

併し始めの四十餘人はだんだん減って冃出度卒業したものは十一二名であった。

卒業式は12月16日神田の國民英學會で開かれ當時斯界わ權威であった黑板傅士,淺田敎授 

等の諸氏が臨席され來賓として元外務大臣加藤高明氏も臨席された。エス認の祝辭や訓話や卒 

業生代表の演說もあった。

又卒菜に際し協會から記念として卒業生にエス譯のクリスマス.カロルをくれた。併しこれ 

は丸善に部數不足のため一部の者には他の本が渡されたと記憶する。自分はクリスマス・カロ 

ルをもらった。その本の見返しの所に大杉榮氏がペンでAl S-ro E. Kojama por la Memoraĵo 
de la unua Kuraofiniĝo. J. E. A.と書き入れてある〇

その時は私も私の弟の香も義弟の猪岡毅〔現在森毅）も一緖に學習した。卒業式の記念寫眞に 

も私と共に一家三人入ってゐる〇

明治40年1月からは第二期の入學生が幕集されたがその頃から學校は私の小孚校から東京の 

中心神田錦町の國民英學會の一敎室へ移った。かく中す私は名嚳あるエスペラント語學校の第 

一囘卒業牛一ではあったが其後本職に忙殺されエス番の硏究を怠ったのて第二期の學校の模梯は 

參風もしなかったので十分その槎子をしらないがその後玉出入してゐた弟達の話では場所のよ 

カゝつたわりにあまりよい成績をあげることができなかったようにきいてゐる。その原因はいろ 

いろあるが講篩であった大杉氏の思想がわざはひをLたのだと思はれる。私を大杉といふ人物

はどういふ人力、知らなかったヵ：旣に學習中にも大杉氏のエス語は牢獄にある間に硏究したiの 

だとか又同氏の主義について世人がとやかく喙する樣になり我々の

ちこちで檢束されたとか同氏が引致されたとかと新聞に嗯々出るやうになった。その頃はこう 

いふ主義者も世人には餘り知れて居ない時分ではあったが大杉氏を知ると共にこういふ話は我

々c否自分;）の耳には强く響いた。それで口分ばかりでなく 滋/徒もおそれをなして近づかな 

くなったのぢゃないかと思ふ。何もエス語が大杉氏の獨專物でないのだから，エス菸と大杉氏 

の思想との直には何等關係はないのだが兎に角先生として相當の敬ををはらって交るといふこ 

とになるとやつぱり敬遠したくなる樣な氣になるのは私だけではないと思ふ。

自分がエス諮かむ遠ざかったことも—っにはこの事が馬因してゐる。併し當時の小學校は私 

の家庭と殆んど同樣なものだったのでLa Esperoの耦習などは相當長くやったので私の家族 

達も始終之を口ずさむほどであって當時5炭だった私の長男一郞もエスペー ロを歌ってよろん

でゐたことをおぼえてゐる。

私や弟達がエス語をやめてしまった後も…郞（よエスペー ロの片はしを無意識に口ずさんでゐ 

ること氐あったがずっと後になってエスペラントをやる樣になったことも何かの因緣であら
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う。 • •

その當時刀エスペーロの音譜を印刷したものも手許に殘ってゐるがそれには大杉氏が鉛筆で 

年賈狀の-書き方を示しOsugiとサインしてある。

何はともまれ當時エス語は芽を出し初め大いに氣を吐いたもので，まづホテルにはエス語の 

ガイドを置くとか乂上野の博覽會や展覽會にはエス語の揭示板やエス諮の案內人を就くといっ 

た風であったがその後中絕をみたのはエス語と社會主義とを混同したことによるのではないか 

と思ふ。 • >':

猶當時の思ひ出としては大杉氏は牛込市ヶ徐に住んで居られいつも外濠線の電車にのってや 

って來たのだったがーーその時分市電は非常に線路も少かった時であるがーー或る時上従から 

集めた授業料を入れた財布を電車の中ですられて悲觀してゐたことをおぼえてゐる。

又第一何卒業生の一甫年が冬休に歸省の途次汽車の中で話合った某中學校の先生にエス語の 

ことやその便命等を種々說きかした時かかる世界的の語學のあるのを初めて知り大いに感歎し 

たとのことであったが之で4わかる樣にその當時は知識階級のものでもエス語についてはあま 

り知ってゐない一證左である。

私がエス話學交の卒業式の時エス語で述べた挨拶の草稿に大杉氏が朱筆を入れてくれたのが 

手許にのこってゐる。題はEsperanto kaj mia esperoといふのである。

エスペラント芒私

し: 松隈健彥

私は自分でエスペランチストであると言ふのは恥しい位で話す方も餘り上手ではなく改宜傅 

の方はあまりやって居りません。然し何か書けとの事でありますので誠におこがましい事なが 

ら自分に關係した事のみを拾って書いて見ようと思ふ。

私が初めてエスペラントと言ふ物がある事を知ったのは1910年C明治43年）の事である。 

當時私は大學にはいって私の先エである藤澤利害太郞先生を御宅に訪問した。先生は社會萬般 

の問題に亘って御意見をのべられたがその御話の中に世界語と言ふ事にふれて其時初めてヴォ 

ラビウークやイードと一緖にエスペラントの事を知った次第である。然しその時は唯そう言ふ 

物があると言ふ事を知っただけであった。英後大學を卒業して地方に奉職する樣になったが其 

頃廣島市に居られた髭橋邦太郞氏が新聞か何かで現代日本の敎育制度が英晤茁能である事を痛 

擊しエスペラントについて書カ、れて居たのを見て大いに共鳴し直ちに手紙を差上げ又私自身氏 

の御宅に伺ふて御意見を伺ふた。そして同氏の紹介で初めてエスペランチストとして會貝にな 

ったのである。それはたしか1914年（大正3年）ではないかと思ふ。その頃であったか或 

はそれ以前學生時代であったかはっきりしないが神田の古木屋あたりで二葉亨四迷の「世界認」 

と言ふ本を買って最初はその本によってエスペラントを勉强したのである。

其後かなりな力;い間地方で學究生活をつづけたのと乂］の性質として自分の理想や主義は固 

く持して一步も他人に犯されたくない代りに他人の意志もそれだけ尊币したいと思ふので自分 

から積極的に働き力、けて他人にエスペラントを宣傳するとかエスベラントで話すとカゝ言ふ樣な 

事は餘り得意でないので自然消極/になり從って何時までたってもエスペラントは上手になれ 

ず御恥かしい次第である。唯一つ次の樣な經驗を持って居るからそれを玆にのべたいと思ふ。
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1926年C大正15年:）の夏Norwayを旅行した事がある。日本人でNorwayを旅行した人 

と言へば大抵はOsloとBergenとの間を汽車で走る位であり，それより・-步進んでもフィヨ 

ルドを汽船で見物する位である。私は勿論フィヨルド地方は心行くまで見物したがSogneフィ 

ヨルドの一番奧のしardalsdrenと言ふ處で上陸しそ2しょ〇 Jotunbeimとはいった。Jotunheim 
と言へば日本で言へば「ロ本アルプス」とも言ふべき所であるがその山の中にはいって5日ば 

かり旅行した。勿論乘物處のさわぎでなく全部步いたのである。其時の話であるが一日中山を 

步き疲れてやっと1〇軒か15軒位しか人家のない寒村にたどり身振り手負似で非常に疲れて居 

る事を示しやっと一夜を眠る事ができた。翌駛になるとそう言ふ田舍に殄しい外國人が來たと 

言ふので僅かの村人逹も瓷妙な眼付で私を見て居たが・人の人が訪問して來て自分はエスペラ 

ンチストであると言ふたので私も同樣である事を吿げとにかく御互の意志を通ずる事ができ 

た。歸朝後も其人とは時々文通してゐたが數年後にそれも止み唯今その人の名前もおぼえて居 

ないのは誠に殘念である。

私の專門は天文學であるがその專門の論文をエスペラントで書いて見たいとは思って居るが 

この理想をまだ實行する事はできない。然しながら數年前東北帝國大學に天文畀講座ができた 

のでそれを機會に次の樣な事を實行して居る。卽ち東北帝大の天文に關係した人が何かの專門 

就誌に出した論文の別刷を少し餘分にもらい,是を新たにSendai Astronomiaj Raportojと 
名づけて是を口本は勿論世界中の犬文楽，大學の天文學敎室,其他天文學に關係のある研究所 

などに送って居る。このSendai A. R.は唯泠N-ro10まで刊厅され配付先は□本國內に約 

30個所，國外に約220個所位である。尙又このS. A. R.は主として歐文でかかれるがH 
本文でかかれた論文で/構はぬ事にしその場合には必ずエスペラントの抄錄をかかげる事にし 

て居る〇

唯今までのべた樣にエスペランチストとして私が述べ得る事は诚に貧弱で爲る。然しながら 

ヱスペラントの精神は充分把握して居る積りで機會ある每に人にも說き時には演層に立つ事氐 

ない譯ではないのである。

廿年前のここ

神近市子

エスペラントといふものを直接知るやうになったのは大正4年頃であったかと思ふ。その時 

分私は新聞社に勤めてゐて仕事の事で九段坂上の櫻井といふ家に下宿してゐたアレキサンダア 

といふ布哇生れのアメリカ婦人のところに時折り出人してゐた。ミス•アレキサンダアは世界 

主義のパハイ敎の宣敎者で從って熱心なエスペランチステイノであった。ここには同じエスペ 

ランチストである關係かわエロシェンコが出入してゐて,バハイの敎理に例のあの皮肉な批訂 

をして人の好いアレキサンダアを當惑させてゐたものであった。

ある日何か他の用事があってアレキサンダアのところに行くと今夜エスペラント協會で講演 

をするから私にもぜひ來て聞いてくれといふことでエロシェンコと三人て牛込見附・の近くにあ 

った（多分今もあると思ふが）物理學校に出かけて行った。何だヵ暗い狹い會場で,例會でで 

もあったと見へて人數4十何人位の淋い喋介であった。

で,當然のこととして新米の私は皆から歡迎された。そして會員になるやうに勸誘された6 
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集會の世話人の中に大學の制服を着た人が二人ゐて，英語がお分りならすぐ受へますよと云っ 

て,一寸部厚な英語で書いたくわしいエスペラントの獨習書を下すった。アレキサンダアが 

「ミスタア・コサカ」と云って紹介してくれたやうに覺へてゐる力ね近:頃エスペラントの本を出 

L・て居られる小坂氏ではなかっただらうかとこの頃考へてゐる。

たしかこの集會で矢張りアレキサンダアが「ビッグ福田」と云ってゐた福!JJさんに逢った。 

福田さんとはその後も始終お逢ひしてゐた。熱心なエスペランチストでどこか眾行だか會社だ 

かに勤めて居られたが,その後大阪の方に住んで居られるさうで,一ニのエスペランチストか 

・ら氏の消息を聞いたことがあった。

エロシェンコの事はロシヤにゐる時分からのエスペランチストで,日本に來る時もエスペラ 

ント協會を就って來たものであった。中村理學博士が協會の會長をやって居られたが何かそん 

な關係から赤くなる前の彼は中村博士にはずい分お世話になったものであった。ロシヤからの 

送金は全部中村博士のところに來こ，エロシェンコは月々いくらかづつか費ってゐたが，その 

後歐池戰爭が始まって,ロシャが戰費の爲めに苦しむやうになり，もう到底これ以上は送金で 

きないから何とかして生活してくれといふ手紙と一緒に親許から拭後に三百圓かしらの金が送 

って來た。その時は流石のエロシェンコも一寸當惑してゐたやうであったが,金が切れると中 

村博士は月に五十圓位なら自分の手から一時立替へて置くから心配なく勉强をつづけたが好い 

と云はれたといふことであった。エロシェンコも博士の好意は隨分感謝してゐたやうであった 

が何度I立御無I、に行ったものか、私はよく知らない。淸廉な學宕氣?戈の方らしいから，決して 

生活に餘裕がある筈はないといふ話を私がしたから，あの氣性としては或は一度も行かなかっ 

たかとも思ふ。とにかく 一と頃は大變困ってゐたやうであった。

日本を追放されてから，彼が北京大學のエスペヲント講師に聘されてゐたことはもう世間に 

知られてゐるが,最近ではモスコオに歸って日本人にロシャ語を敎へてゐるらしい。……（略） 

... 最近ロシヤから歸った人の話によると,彼は白派のエスペランチストのも合にばかり出儒 

するので片山潜氏に叱られ通しだといふことである。（以下略人C大正15年4月發行「エス 

ペラント文藝」第一卷第一號より）

.山中から京都へ

竹內藤吉

山中小學校の宿直室で有合せた雜誌「太陽」の黒板先生の論文を認み始めてから紹をまちかね 

て讀みつづけた。最後のエスペラントの記事を見てそんなよいものがあったのかと大愛嬉しく, 

覺えられるものなら是非覺えたいと思った。それにしてもそんなよいものを今日まで誰からも 

聞かなかったことを大變不思議な事に思った。それは大!E 4年（1915）春のことである。それ 

から每日の新聞を丹念にさがした。工ろペラント書の廣吿が出るかと。しかしいくらさがして 

も手がかりもないので東京から圖書目錄を取りよせたがあったのは岡崎屋のエスペラント獨修 

と投寶のエスペラント日本語字書だけだった。それらを求めたがローマ字を知って居ただけの 

私にはやさしいどころか少しもわからなんだと思ふ。當時小學校に居られた英僵語をやられた 

俵さんも始められたので,それからは俵さんに色々と習った。そして次第にエスベラントにな 

じんで御大典（同年秋:）の頃にはエスペラントを私の御大典紀念にしよ5と決心した。其年の暮 
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に叔父が□本エスペラント協會の會負だったことがわかり,協會の初期の頃の雜誌をもらった 

のでエス文は隸めなんだが邦文の記（事をよんで益々エスペラント信者になって行った。大正5 
年0916］には金澤のH.C.E.や原田勇艮氏の世界語書院のある事も知れてOrienta Azioの通信 

處吿を見てはじめてロシャとアメリカへはがきを出した，金澤の乃木會であった淡井惠倫氏の 

夏期講習に二日出てロシャ版のKursa lernolibroをもらってエスペラント文にもわかるのもあ 

るのだと思ったのも英年の事かと思ふ。大正6年の春には京都にうつったので,當時大學に居 

られ廣島で髙橋邦太曲氏からエスペラントを學ばれた人を下宿にたづねて，山鹿泰治さんがザ 

メンホフの死を語られたのが大阪朝口の京都版に出たことやロシャからチェホフだか，ツルゲ 

ネフカ、の日本での刊本をしらべてほしいと云ってきた事などを聞いた。三條の點林堂に山鹿さ 

んをたづねたのはそれからしばらくしてからのことだったらう。山鹿さんは夜をそく電話で數 

人へ同時に通信講習をする計畫を話されたが電話局でゆるさなかったとかで話だけですんだ。 

それはもう秋になってからの事だったらう。それでも山鹿さんのほねをりで會合が出來るよ、 

になってローマ字の畐鳥直一さんも仲間だったのでEvangelio de la horoをmaŝinskribiし 

てテクストに數回會合した。讀みにくいと云ふほどのものでないEvangelio去當時の私等に 

は樂でないので仲間のたれも信者にはならなんだと思ふ。そんなことで先生の方でもあまり工 

スペラント仲間にのぞみをかけられなんだからだったか會合はあまりつづかなかった。そして 

山鹿さんもまのろっこいエス文でよませるよりはと考へられて手っとり早い日本譯をこしらへ 

てをられたのだが少しもそんな事は我々は知らなかった。

しかし私と同じ工場にをった人の友逹で大阪の中山太陽堂に居た人がエスペラントをやり度 

いと云ってをられるとの事で，大阪の會合所などを知らせたこともあった。

大正8年1月に中の島のどこだったかであった大阪エス會の會合に出た,相坂佶,高尾亮雄, 

それに太陽堂の人と伏見の若い女の人なども見えた,旨目の人の聖書の講義があって相坂さん 

の詩の朗證があった，次變大勢と云ふのではなかったがよい研究會だったと思ふ。其大阪から 

歸った次の日か其次の日に私は熱が出て寢ついてしぎった。まもなく同室に居た友もたをれた。 

第1回の流感にやられたのだ。國から每が來て二人を介抱してくれ二人共よくなったが私!ま母 

と國へかへり,ーヶ月養生した後再び京都へ來た。其問にLa Horoの使徙逹j:刊本を取り上 

げられた事を聞いた。私が工場に行って見ると工場に居た人々の中に丸太町からさがしてきた 

楽灣で出た豫星祉版のエスペラント講習書をびつく〇して賣拂った人もあった。もちろん私等 

のたれもなんのかかわりもなかったが。私の主人なども就から英語を學べとすすめてくれたの 

てあるがき已憶力の弱い私にはエスペラントをやめて英晤をやる・勇氣がなかったので，エスペラ 

ントは變りなくつづけて行った。

三匹年前支配人の:宣田さんをたづねた時そんなに長くエスペラントをつヾけて居たのなら正 

規によい先生について畏べと云はれた。今ではもうエスペラントはだれからはゆるされたの 

だ。 ノ

其後たのまれて本をさがしに寺町を上って大ぶん夜おそくなった時分まだ開店早々でローマ 

字の本と聖書ばかりならべて居たカニャに入って求める本を注文した時ついでにエスペラント 

の本をならべてくれるようにたのんだのもまだ春のことだった。

中原さんは熱心な□ーマジストだったから,エスペラントが普及すれば口ーマ字はCもし漢 

字やカナよりもほんとに便利なものなら）ひとりでにさかんになると考へて居る私めことゆへ 

遠慮なく議論をしたのでしたが時がよかったか，願ひは叶た。
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又私と同じ五條柳の馬場洛永玩具株式會社に働いて居た小谷惠一郞eんがひどい神經衰弱で 

・すべてのことに興味をなくしてねてゐる時友逹が私のとこか以綠星社の誌習吉をもっていった 

ら元氣を取返して講義全部を書取たのも其年の暮でなかったか(氏まよくなって藍年ウラジオ 

に行かれた力:かへって外語に獨語を學ばれ其時私に史學をやったら又エスペラントをやります 

•と云てゐたが橫濱髙商の獨語敎師としてなくなったう。

だいぶんたって翩くの大學にもエスペラントの會があるとか聞いたが別に運動には關係して 

居なかった。そして翌大正9年には京都を去った。

エスペラントを始める時io年もやったら使へるようになれようと思ってかかったが萬年•年 

生で其10年口詹すぎた。仕事をしながらなにかを學習することはむづかしい。エスペラントの 

學習は小學校時代にさせてほしいと考へて普及に身を入れるようになったのはエスペラント信 

心が篤くなってからの大正!2年頃からかと思ふ。C昭和11年4月23日)

過ぎし口の十字架の下に
::. 成田重郞

國際語運動(Esperantismoっと言へば,今日でこそ新語のモダン辭書には揷入されてあるや 

•うだが，當時はまるで主義者の運動のやうに見られたこともあった。笑ひ草ではなくて事實談 

である。Vasilij EroŜĉnkoなどいふロシア人が日本の國際語人の間に持て囉された頃は警戒應 

あたりから盛にやって來て小坂狛二氏母堂始め往々應接に惱まされたといふやうな話もある。 

その頃國際観光局の井上萬壽藏氏，京城大敎授長谷川理衞氏は共に東大生。堀眞道檢事は一高 

仏。元府會議員木崎宏氏等も同樣一高生。秋田雨雀氏は劇作家の風際語人として,支那語敎授 

何感三氏等と共に芬繭公使Ramstedt氏をめぐり國際語のニュ-スを頻に供給Lたものであ 

る。牛込新小川町の小坂狷二氏二階が學會の事務所にあてられてゐた頃で例會は每月一囘神田 

錦町の學士會で催された。必ず誰かエスペラントで講演することになってゐた。丘注次郞M士, 

城井尙義博士,松亲重雄學上，押田徳郞ドクトル等がmalnovaj batalantojとして姿を見せて 

ゐた。恰度新學會の創立者の一人藤澤親雄舉士はジュネーヴに出られて不在であったが學會の 

御歷々の集る會として學士會での例會は盛大を極めたものである。大正9年だ。この時には, 

新學會の•母胎日本エスペラント協會(Japana Esperantista Asocio)の首腦者等はもうかかる例 

會から姿を消してゐた。黑板勝芙博士を始め千布利雄氏等は云はずものことー,その他#改革派 

の人々はいづれも去ってゐた。新陳代謝である。

これこそ大義以後のことであり初期の國際語人等は旣に種播きの時期を終ってゐたのであっ 

た。民族自決主義からヴェルサイユ條約の特產物として高く叫ばれ,多くの西歐の新興阈はい 

づれも國際語エスペラントを採用しそれを公用語として認定L始めたからたまらない。エスペ 

ラントは波のように世界の上に擴まって行った。

しかしこれより先この運動はわが國には,日露戰爭直後に輸入されてゐた。この當時の國際 

語人の間には,後日Socialistoとして名を馳せた人々の顏も見えてゐたのだが學者方面の國際 

語宣傅は旣に東北の一 ・寒村にまで眷及んでゐた。わたくしが初めて世界語エスペラントの存在 

を聞き知ったのは，中學初年の頃で明治40年強後であったらう。從兄川村直治の話では，向 

軍治(?)といふ人が東北に宜傅に來たので，世界語なるものを知った。と。その初めて聞く發音
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は東北の:靑年學生を勁かすには充分で,色々な口附をして見せたのが,全く驚異の種であった 

と云ふ。それがたまらなく可笑くて腹をよらしたといふ。從兄は代用敎員たるべく準備所に入 

てゐた時，た玄たまそれを開いたものらしい。それから間もなく彼は二十數炭の若さで病死し 

たので今日ではもう聞きただして見よう电ない。

しかし この世界認の存任といふ事實は，初年の中學生の興味を大して牽かずに過ぎてしま 

った。この少年はやがて文畏に興味を持ち出し,投書家と成った。當時「秀才文壇」あたりで 

眞山靑果の弟子として,賣出の新進作家淸見陸郞氏などの冷たい手で,むざんにも沒書の憂き 

Hにばかり會はされてゐた。……だが或る時,彼は校友會雜誌の校正に早稻田の口淸印刷にゆ 

くと恰度「孚稻田學報」の校正に來てゐた眉目淸秀な靑年文士上會った。この文人こそ詩人と 

して劇作家として文壇に打って出たばかりの秋田珏雀氏その人であった。早大敎授島村抱月の 

率ゐた「早稻田文學」はこの靑年文士の舞臺であった。この會見の結果若くて貴公子然たる風 

格の早稻田派文士から雜司ヶ谷の家に招かれた中學生は口-マ字の話やら文學談やらを聞かさ 

れ劇と詩などと云ふ秫誌も賈った。……かくして當時自然主義文舉の提唱に依って文壇に雄飛 

してゐた稻門派の相馬御風,片上犬純，本間久雄,中村星湖,吉江喬松,水野蕖瓶徳田秋江 

諸氏の名は越然この文學少年の思想を左右し，「早稻田文學」は彼の愛讀する所と成った。明治 

44年中學を出てから4-5年ぶらぶらし文學奇年時代を送った。大5五年初春痔疾に惱み，外科 

手術の絆過不良一時絕圣狀谑に陷ったが幸ひにして手厚•い兩親の看護により一命を取り止め得 

た。漸く步彳亍して翳者の許にゆけるやうに成った時初夏のあるタ，路上で偶然秋田旅雀氏と會 

った。氏は重患に罹った文學少年に好憑ある言葉を寄せ,火径することなく療養せよと敎へた。 

ゲーテは若くして落馬し,ひどく喀血して絕莖狀態に陷ったが,よく克已飾制して健康を回夏 

し後日に至ってあのやうな文學上の偉大なる業廣を殘した……と話してくれた。さうして，エ 

スペラントを學んで,人生に希望を持たれよと說かれて，いろいろエスペラントの話もしてく 

れた。そこで秋田匪雀氏の指溥した醫者の書生中村君の許へゆき，エスペラントの本を見せて 

貰った。千布利雄氏「エスペラント全程」とか原田素軒縊輯や刷り謄寫版の『東あじあ』(月 

刊雜誌)とか原田版の物語集などは，新知識の源泉たるべきものではあった。がまだエスペラ 

ンチストには成るに至らなかった。文舉靑年は英國版の獨習敎科書を中村君から借りて璇習で 

佛蘭西語を始めてゐた。 /

この同じ大正5年の冬のある晚,またまた路上で會った秋田币雀氏から早稻田エスペラント 

會の研究會に招かれたので早速出席して見た。場所は小石川關口萊町の河合讓氏の二階で,四 

五人集ってゐた。河合氏は早稻田の哲爭^•の舉生であったが,お父樣はお敎大學の敎授であっ 

た。會は始って間もなかったので，讚んでゐた二册の敎科•書も僅かしか進んでゐなかった。(1) 
F-ino Alexander kaj V. Eroŝenko: Kaŝitaj Vortoj (traduko), (2) L. Tolstoj: Per kio 
homoj vivas.このほかに，エスペラント修得の鍵として,會員に與へられたものは僅かに小 

册子「エスペラントの鍵」(英國版)で，英語がわからなければどうにもならない仕組に成っ 

てゐた。ここで秋田雨雀氏の說明をきいた。終って會貝持ち寄りの煎餅などが出た。……それ 

から・一囘出た。それきりで後は全部自分でやった。大正6年の春には，大分健康に成った。手 

には英國版の「エスペラントの鍵」あり,憩後の病靑年には一脚の椅7あり，太陽は明るく美 

しく那き,初夏の爽やかな風.物は，若い心を夢で包んだ。桐の花が條葉の茂みのなかに,けだ 

かく香ってゐる雜司ヶ谷墓地は,彼を招いて生きる悅びを敎へた。人生の曙がそこから惠まれ 

•た。文學によって結ばれた新しい友垣，閨秀詩人,女大學生，文學少女などのことを思ひやっ
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た。 ［； •. 扌

雑司ヶ谷墓地への散步には，秋田雨雀氏と一緒のこともあった。エスペラントの話も出た。 

エスペラントでの會話も始められた。しかし,病靑年は人生問題に多く時間を費し，讀書と思 

索に耽った。ドストエフスキイ,トルストイ,マアテルリンク•ダヌンチオ,彼は「カラマゾフ 

の兄弟」に讀み耽り,「生ける屍」や「闇の力」に感激し，「死の勝利」を思っても見た。さう 

して「智惠と運命」の神祕を痛感して「アグラヴェヌとセリセット」や「針盲」の宿命を思ひ 

見たのであった。彼は最早「人形の家」を出てゐた。さうして，銀の鈴を橇に結んで，戀人と 

共に南の國に走る若きボルクマンの身の上を思ひやってゐたのでおった……感嗷しながらジア 

ン•ジャック•ルウソオの」懺海」を二高敎授石川戯庵氏譯で讀み始めてゐた。厨川口村氏の「近 

代文學十講」に親しんでゐた。しかし，手からはエスペラント書を離さなかった。フランス語 

ではまだBaudelaireもVerlaineもよめ'f, Maeterlinckも讀めなかった。

この頃ロシアの盲詩人として，Vasilij Eroŝenkoが日本の一部の知識人の心を牽いてゐた〇 

彼はエスペラントを話した。ロシアから時々エスペラントをやる同志がやって來た◎南木あた 

りへ放浪の旅を續けて行ったもの詹あった。日本に踏み留ったものもゐる。エロシェンコがĤ 
スペラントの通譯を秋山雨雀氏に依賴して，谡言者宮屹虎之B丿.氏と會見したのもこの頃のこと 

である。その會見記は「早稻田文學」に出て,興味を湧き起した。エロシェンコは,印度を英國官 

憲のために追放されて，日本に歸って來たものだが。忽ち□本語もやるやうに成った。しかし 

秋田雨雀氏に最氐光明を與へたのは,エロシェンコとのエスペラントでの接矚でちった。「エス 

ペラントは單なる言麋ではない。たましいがある」といふ意味の事を文學者らしいき葉で力說 

した秋田京雀氏は，この盲露人との間に交はされたエスペラントでの會話に依って,ある信念 

を得た。それヵ風信となった雨雀氏のエスペランチスモ解說は,當年の多くの若い靑年たちの 

心を捉へるには充分であった。

この當時,エロシェンコの机書のやうに附いて廻った靑年がゐた。彼はエロシエンコの原稿 

を占いたが，エスペラントもやりさうしてフランスの旅に登った。巴里にしばらくゐた。彼は 

やはり國際語の同志でバハイズムの皐月百合fさんと巴里では親しくしてゐた。この靑年が現 

在は東京神田の日佛會館に本部をおく日佛佛敎協會主事武膝仁叟氏の就身だ。故近は「巴里會」 

の瞻煎りで芝の靑松寺にゐる筈である。フランス語を能くすることは，望月百介子さん同僚で 

エスペラントの過去は全咅;忘れてしまってゐるやうである。望月百合子さんの方は現在東京で

石川三四郎氏と一緖に,フランス語學校をやってゐるや5である。彼女は大正8年春早大生济 

田新一郞氏の始めた谷に來てフラ、ノス語の講習をきいてゐたカニ當時はバハイス・ムの信者で工

ス ペラントもやってゐた。この會に來てゐたもののなかに井伏! 二氏がゐた。當時は早大文科

生であった力;，今日では作家として時めいてゐる。エスペラントはやらないヵI。

河合滾氏等の初期の「早稻!uエスペラント谊」はその後どう成ったか。たった二囘出席した 

だけの自分にはわからない。大正9年牛込新小川町の小坂猖二氏の二階に集った靑年學生たち 

の間にあって川崎直一氏や区間常太郞氏等は,第二次の「早稻mエスペラント會」を後遐され 

たやうに記憶する。英語學の勝俣詮吉郞敎授联たしか役員と成ってゐられたやうに思ふ。勝俣 

敎授は,英語力;第一で，エスペラントが第二たるべきであると,當時英語學敦投らしい信念を 

吐露されたが，わたくしも今日でもこの言葉は深く心に刻まれてゐる。

「早稻田エスペラント會」に就ては他に書く可き人があるであらう。わたくしは若干の思ひ出 

の斷片をここに書き綴つて見ただけである。何かの容考に成れば幸ひである。
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終りに，この稿をわたくしに依賴せられた學會の岡本好次氏に對しては深くその好意を謝し 

たく思ふ。さうして,この機會を與へて，現在では退役國際語人のわたくしに發言を許してく 

れたことを心からお禮申し上げたいと思ふ。

Sub la kruco estinta preĝu homaro, 
Sub Ia krono estonta kantu frataro, 
Kaj enbraku tutkore unu 1'alian, 
Kaj postkuru kuraĝe vojon la nian.

El mla «Al la Nova Vojo» — Sigew〇 Narita

大阪における種まき時代

髙;尾亮雄

C—）な祥地としての Kafejo Kurenai

今から15>6年も前のことを書けといはれたって記憶が薄まんやり,正確な罟酹はむしろ學 

會にあるらしいので，唯ほんの思出でのまゝを埒もなく列べてみませう。.

尤も私たちの運動よりもじ前,今の大阪播大の敎授堀見克禮,北甲闌・ニ先輩があったが， 

もうその頃（大正5年）熱がさめて,何を若輩が今ごろになってといった風,てんで相手にし 

てくれませんでした。

私がエスペラントの緣に惹かれたのは口ーマ字會の仲間の辻私助，狩野金之助,神崎泉,相 

坂佶等,そんな速中から一寸エスペラントの本を借りて讀んでみると一週間ほどで大體會得が 

ゆく,傍にはまるて生 字引きのやうな辻君が附いてくれてるから頗る便利,忽ち私は-週間 

にして宣;專家にも講習會のGvidantoにもなって半ば洒落混じりで冗舌りする。その一例—— 

現在働詞の語尾の昵は現ナマ主義の大阪辯の“そうだす''のasだ。未來世を信ずる佛敎寺 

院のある京利辯の“そうどす''は卽ちosだ。過去百萬石城下だった金澤言葉は“そうであ 

りみすリのisだ。この市の娘さんたちは“私はミスでありミス”といひます——とまアこ 

んな調子。 ・

實站 大阪のエスペラント界をグウ・イドしてくれたのは斯界の大先達高橋邦太郞老で，いつ 

も廣島から手車于辨當でやってくる，中目覺敎授（當時廣島高師の）や黑板博士の歡迎會を力 

フェヨ•クレナイで開いたこともある。山鹿泰治君（陣太皴山鹿流の末孫。は時々京都から來 

て流暢な會話でわれわれを驚かしたものでした。

このクレナイと云ふのは次阪最初のバー“旗の酒場''から岐れ主人鈴木與市がおもしろい男 

で,當時多くの若い文士や畫家ども毎夜集る場所，エス語の發逹史にとっては忘る、ことので 

きぬ思出の家，ザ曲士の誕'L記念會もこゝ,展鳖會や講演,講習,座談會も，Ateneo Esperanta 
の看板を揭げたのもこゝ，全くのPropagandejo,運助の策源地だったのです。

こゝから生れた一笑話——われらの同志ではないが隣の芦邊僵場（內部からは共通できた）の 

ー電氣技師，瓢輕な男て所用あって支那の靑島のホテルに滯留中,一知人に何心なく Bonan 
Vesperonと□走ったところ，同じホテルのパーラに居合せた一白人が俄に聞き耳を聳てツカ 

ッカと近づいて，その男の于をしっかと握りペラペラとエス語て喋りかけてきた，こちむは唯 

一語,この他は存じません御えI々と逃げ出したと。こんな風に門前の小僧でさへ習はぬ工え
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語を口ずさむに到ったほど，この家の雰圍氣はエス化してゐたのでした。

C二）水草を追ふた時代

さてバーやカフェばかりでも能がない,もっと街頭へ進出だ,市内各所に硏究講習會場を持 

たふといふことになり，これからが轉々として水草を追ふ，し、っも一定不變の會場がない，一 

ヶ月か半月すると,きっと拒絕されるルンペン生舌，一寸その個所を思出してみても左の如し。

日本橋詰のあさがた屋C三絃の譜を賣出した店の二階），北浪の樱很博士邸Cローマ字會館）, 

堂島の松村敏夫方（辯護士事務所）,大滿キリスト敎會,槍屋町の束敎會，市岡のメソヂスト 

講義所,Y.M.CA,法案寺南坊,大阪市民館Cこれは日本最初のもの）,泰西學館,・占屋女子英 

學熟,靱小學校,普根崎小學校，濟美第三小舉校,市立有啞學校，府立冏品陳列所,相愛女學 

校,樟蠢女學校,外國語學校，白木屋百货店，洗I洞文車C大通平八郞の記倉館）,少國民新聞 

社,朝日新聞泓,カフェヨ•ステー ロ，六甲苦樂園キャンフ•場等々

何故一ヶ所に長つヾきしないか,それは夜遲くまで若い男女たちが何やら解りぬ言葉でべチ 

ヤペチヤいってゐること，赤い連中の集りかと疑はれたこと，貧乏な者ばかりだからのこと。 

しかし會場の異なるに從ってまた異なる變り種の收菠も可なりありました。敎會ではエス語の 

聖書を講じ,お寺では印度の說話やパハイの世界統一宗敎を諭ずる，學校では敎育問題をし 

こんな風て盲人の學校では宮島校長を首め熊谷,岩橋,橋本,進藤なぞインテリ盲人を同志に 

引入れました。當時，大阪におけるエス運動の特異性は盲人と女性との多いことでして，眼を 

きよりも,男性よりもほんとうに熱があり虞型で且つ進步も速かで徹底した實を結びました。

後に斯道の權威者千布利雄氏が近くの神戶郵便局へ來任されたので,われわれにとっては鬼 

に金棒，非常に心强くなり,この機會に立派な讀本を線慕して貰ふと着手,その原稿を先づ悉 

くタイプライターにしたのは全くこれらinojの働きでC多くは貿易商會のタイピストでじたか 

ち）,なほその本が出版されるまで印刷のLegolibroが少かった機とて硏究本は今の千布氏Q 

原稿から多數のコッビ-が彼女らの手によって出來，紙る便利遠寶な役目，隱れた功勞者とし 

て記錄してをきたい。今は皆Patrinoとなって二人三人第二世を產んでゐます。く中には若く 

して逝いた新聞人北村兼子孃の如きもありまずが）

〔三）Kafejo Stelo の歌

宣傅をより效果的にするには理窟よりも實賂 單なる言語の注入暗記よりも成るべく藝術的 

氣分でと考へて,高橋老から讓り受けた膜國コドモ畫の數口點は可なり右效に利用しました。 

對外的には日本のコドモ畫を集めて各國の同志に返禮として逵り屈け,またこれによって新た

に蒐集した作品を諸方で展: し大に國際話の功徳を眼/前に示す, 特に大阪朝日の手で内地各

地方へ兒童濫の參老資料として巡回展をしたのは好い普及になりさした。

例のエロシェンコの來阪を好機に盛んに晋樂會をあちこちで催したり，加納和夫氏に新しい 

エス詩の作曲をして貰って松山芳野里氏に獨唱發表さしたり,六援の少女にサンタ•ルチオを, 

古屋英學塾の女生にエスペー口を歌はしたり,石井漠や小浪に劉踊化せしめたり,いろいろの 

詩敲を私が飜譯してみたり,ある酒坦喫茶店の名をSteloとつけて,和エス兩方の歌を作って 

興がったこともあります。刼;は一時洗行しました。

''金がホシけれや戀すてろ,戀がほしけれや金ステロ-,雨方忘れてさッさ飮め飮め''

Esperoといふカクテルを痛飮Lたのもこんな時代でした。とも角,遊戯半分,洒落氣まぢり
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に若やいだ氣分て宣傳し步いたものです。記念會の時,女琵琶師をつれてきてエスペー口の口 

本課を演じてもらったなぞも今思ふとおかしい。小之島を渡った淀屋橋詰C今は地下鐵で撤去 

された）に甘いしるこ屋があって美しし娘さんがゐた，このSirkejoのBelulinoは■時仲間 

うちの評判だったが今はどうしたか 〇

（四）印象を貽した海外同志

中目覺先上は大阪外語の校長になった時分は前ほどの熱を失はれたようでいこ。古屋登代子 

女史は一時頗るエス語热をあげられたが，浮氣な氣性でか，いつの間にか反いてエスの.ことと 

いへば見返りもしない,英學熟のあとは今,同志の盲人學者岩橋武夫氏が新に校長になり，エ 

スのためにも有望らしい.

外國人の來訪は年に一人二人は必ずあり,いつか以前，放浪の・外國同志がやってきて，諸方 

を案內し一夜を私の茅原で泊めたところ大刃の丈が長すぎて日本の掛け蒲團が短かくて一尺ば 

かりぬっと足が出る。翌鯛便所の手洗沐で，あっと聲かける間もなく 口をそゝがれてし玄っ 

た,風俗習慣の違ゐながら變なわけだ,しかし難有いことには言葉もどうやら通じて親密な交 

際ができました，いや言語なんかむしろ末技で心と心との融合，Samideanoだからでせう〇

エロシェンコは到るところが我が家で,一寸の旅行でさへ盲人用の大字典やカサ高い本や樂器 

のギターにバラライカなんかを抚辛皆に及ぶ，も一度こ、へ觀ってくるのだから重い物は預けて 

をけと，いくら勸めても頑として承知しない。「永久の旅人」といふ氣持ちがいつも去らないか 

らだらう〇で止むなく同行者が手助けに更い荷物を持ってやる面倒がつきまとふ。人混みの電 

車の中で樂器をコツンとでも夬き當てようものなら眞赤になって怒る,メアキは注意が足りな 

いと痛罵する。後に私力1十年振りに東京へ行った時,メクラのエ君に道案內をいこももった。 

彼は可なり大きな足跡を大阪にも貽して行った男でした。

ウラヂオの一同志が每年，夏の雲仙へ避暑にくる途中，犬阪へ立ち寄ったので,一洗ホテル 

へ泊めたところ,宿料が馬鹿に高いのと,都會の熱暑に僻易して早く立ち去ったが彼のための 

仲間の集りには非常に喜んでくれた。革命のちと,今はどうしたやら。

最後に，他の人はエスペランチストになった因緣話をするでせうが，私は幾分エス界から遠 

ざかり無緣のやうになった理由を吿白しませう----- つは例のプローニュ宣言問題でĈ氏と

〇氏と兩方に敬意を表するため嚴正中立のエスペラント主義を守り少時桃園に身を隱したと 

いったわけ,第二には多年希望してゐた犬成和エス字典が日本式ローマ字を採用したこと,これ 

は標準式を主張する私らには憔たらない,常初編墓ĝの千布氏に逢って熱心に注吿したが遂に 

容れられず，私は兩方に拘泥せずむしろ中立のエス式の綴り方が好いと進言したのであった。 

千布氏の立場も人分困ってをられたらしい。それから〇〇敎や〇〇社に利用されたのは難右迷 

惑で，どうも變なことが起りはしないかと第六感が働いたが,不幸にも果してこれは適中しま 

した，有為轉變,長い人生にはいろいろな事が起るものです，いづれ｝こしても私は ・生涯エス 

ペランチストたることには全く相違ございません。（11年4月10日）
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回 顧

ハ木日出雄

「エスペラント」力:國際共通の言語であってしかも平易優秀な人工語であるとは大正3年 

C1914） ローマ字雜誌で知った。中學ニ:年級C大阪府立北野中學在學）の時である。口ーマ字 

雜誌は子供の時から蹒讀してゐて偶然その記事がFIについたのであったが「エスペラント」な 

るも。に韵なからず好奇心を持つに至った。然し機會がなくてそのままに三年を過ぎた。

大正6年中學5年級の夏休みに大阪の丸善のタĴ型語學書の書販に〇,ConnorのEsperanto, 
The Studenfs Complete Text Bookがただ一册だけ淋しくあったのを發見し往年の記憶が急 

に蘇って早速に買った。休暇を幸ひ熱心に勉强した。初めより獨習である。大聲をあげて自分 

の耳に音をきかせる方法で讀んだことを今でも覺えてゐる。Ŝ, Ĵの發音には苦心した。Rは親 

戚のエ學士から獨逸語のchを敎はって要領を得た。智識はこの本一册だけで外に本もなく, 

エス語の話をきく人も知らなヵった。しかしこの一册の本は自分の熱心を刺戟するに充分であ 

った。その後入畏試驗で忙しくて中止。

大正7年3月中學を卒業して7月に京都の三髙に入學す。この時京祢の丸太町通りの古本 

屋を一々尋ねまわってエスペラントの本はないかと調べた處ヤットー册見つ力、った。それは赤 

表紙の獴習書で小坂氏の編まれたもの,濠灣エス協會の發行である。これで日本のエス團體の 

あることを知った。この本では初から終圭でー頁一口熱心に研究勉强したものである。これの 

附錄に採錄された釵篇のエス宣傳文には一々心を打たれた。

9月新學期開始し獨逸語學習に忙しい。日本エスペラント協會が中心團號たることを知り年 

末に送金してハ年度より入會の巾込をなす。Verda Stelo, J. E. A.の記號のはいったinsigno 
と會員章1305を貰ふ。

この頃中學以來の親友植田高三君にエスペラントを勸めた。三髙の同級生に松田武夫君がめ 

り,小生のノートの標題にGermana lingvoとかZoologioとかかいてあるのをみてエスペラ 

ントをやってゐるのか，わしの親父もやってゐるといふ事から同君の，嚴父奈良の松田恒治郞 

氏と文通を開始す。これが自分にとっては初めてのエスペラントの實用であった。

大!E 8年日本エス協會の雜誌Japana Esperantisto來るも毎月發彳亍されず。本をよみたい 

からとて廣吿にある本の金を逵っても返事がなく數回督促しヤット品切の逆事が來たことがあ 

り此時入手した豆本はあとで聞いたが原山翁苦心わ手刷の物とわかり珍藏してゐる。本がなく 

て困るといふ事を松〇］氏に洩した所,靜岡の髙襦邦太郞氏を紹介し本を借れといふ事だった。 

高摘氏へエス文で出したら早速長い返事が來て現住若い熱心な同志が少いから一つ大いに運動 

してくれとの渺勵とUEAのEsperanto其他外國雜誌を若干送って貰った。口分がAktiva 
Esperantistoとなったのは高橋氏のinstigoに:teふ所が多い〇

ここで少しく當時の京和に於けるエス運動をのべる。京都では明治40年日本エス協會支部 

發會式をやって以來晳くその活動をつづけてゐたが次第に中絕の狀態となり大正6, 7年頃一 

時再擧の氣運も見えたが故あって中止してゐた。

大正8年9月にJ. E. A.の會目名簿C協會發行の最後の名簿）が出た。これによって內 

野仙治,中原修司cカニャ書店主人）が相計られ,京都市內の會員へ集書を出して集會するや 

う案內された。この葉書をみて寡んで聖護院の某喫茶店へ行ったのはU月頃の寒い夜であっ 
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た。その時內野,中原と小生の外にアト二人位集ったと思はれる。內野氏に其夏取京で小坂狷 

二氏ĉ同鄕關係）に琵習を受けて來られた許り,中原氏は犬阪の髙尾充雄氏から（ロ ーマ字關 

係の知合）宣傅された許りで何れも新進氣銳の的士であった。ソコデ相談が出來自分は三高內 

で一つエス會をつくってみやうといふ事になった。

これより先 三髙生の修學旅行で四國の松山へ行った時出發から植田高三君をとらへてエス 

ペラントの功德を說いて遂に歸る迄にスッカリ同君を味方に引き入れた。そこで植田君と相計 

〇,文科の宇津木睦夫君がエスペラント賛成者だといふので三人の名で直志糾合の揭示を出す 

ことにした。隱れた同志を先に呼ひ出すにはエス文で揭示をかいたがいいといふので大正8年 

12月6日次の如き总味のエス語の揭示を發表した。

『國際語エスペラントの研究と實用とを計る爲吾人は三髙エスペラント會をつくりエス語及 

エス主萎の爲に種々なる宜傳運動を行はんとす，热"なる同志或は初畀者と雖もよろしく來り 

加はられたし,下名等へ御申出あるべし，一部三年丁組于津木,二部二年植田,三部二年ハ木』 

一遇間張出しておいたが何の反響もなかったので愈々エス話を知ってゐる同志は外にないと 

し吾々だけの手で始めやうと決心し12月15日に發會戌をあげた。會負は植田,宇津木,吉 

町及ハ木の四名だったと思ふ。次で自分は第一冋の講習會を催した。便用の材料はEkzercaro 
を炭酸紙でタイフ•したものだった。しかし第一日に二三人しか集らな力、ったので獨習しこドさ 

いといってその敎材を渡してわかれてしまった。其時分植田君と同級の岡本好次,自分と同級 

の永松之貯の兩氏が我々の陣營に加はられた。後年昭和5年C1927）福岡で開かれた第15冋 

日本エス大會の曉岡本,永松,植田,ハ木の四人が相會し當時を追憶したのは今に忘れ帑ぬ所 

である〇 :

猶この年には,年末おしつまつてから色々な事があった。卽ち12月21日にロシアの詩人 

EroŜenkoが大阪て音樂會を開きあと高尾氏につれられて京都の一燈園見學の為やって來た。 

この時,始めて外國人とエス語で會話をやったのであるが意外に口山容易なのに吾ながら驚い 

た。獨舉で勉强したエス語がしかも僅かニタ夏の智識が授い間英米人について苦心した英語の 

會話より遙かに樂に氣持がよいことに强く感動したりである。揭示により來會した十數名の三 

高生を前にして自分はEroŜenk〇君の演競を通譯した。これヵ:エス語を外人と實際に試みた晨 

初であった。

そこで三髙エス會の紅織も出來たし,一つ機關雅誌を出して外國雜誌と交換したいものだと 

思ひついた〇といふのは當時臺灣のエス會からVerda Ombroといふコンニャク版刷の小册 

子が發行されてゐて吾々にも寄贈を受けたのに刺戟されたのである。その冬休になった時，會 

誌名を三髙の校風『自由』をとってLiberoとすることと決め,.□第一號の卷頭文の草案を練 

った。これが翌大正9年の2月に漸く發行されたコンニャク版の第一號である。今日これを讀 

み返してみると轉々微笑を禁じ得ない。

翌大正9年に三高エス會が急激に勃興し,京都エス會も又日本のエス涯動も急に盛んとなり 

初めた年でRevuo Orientaが發刊された〇三髙へは5月に才一ストラリヤ人 Hudson及 

Pocklington來訪,高橋邦太郞氏の講演會,6月SeriŜev來訪等々があるがこれは8年以後の 

事になるから述べない。 ’

以上は日記を繰返しての拔萃であるヵ;,自分はエス語をやって口分の考が世界的になったこ 

と。從って國家及び國際關係の事に關心を强くもつやうになったことを認めたい。エス語の爲 

に前途に光明を持って生活することが出來ると信じてゐる。猶外國語學習に役立.ったことなど
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あるが是れはエスペラントより得た利益のー•小部分である。構神的感化こそ最も大きな收後で 

あったと思ふ。

小坂氏芒エス譯君が代を歌ふ

林 録

余は靑年時代にエスペラント語を習ひ始めた事がある。然しエスペラント語の彼方に，偉大 

な文學があるわけでなく,深い哲學があるわけでもないことを知るに及んで忽ちにして學習を 

擲って了った。これは然しエスベラント語のII的を誤解したかわのことで,今の考へは亦別で 

あるが，余は今，晚學に近くなってロシャ語を習彳Eせんことを熱望してゐるのでその爭を思ひ 

出すのである。その言認の彼方に何か寳がひそむに井ずんばこれを翟得する勇氣を挫くもので 

ある。 C中略）

余はこの文の始めに曾て余がエスペラント語の學習を叛蹌した理由にその言語の背後に寳が 

潜んで居らぬと言ふた。エスペラント語の愛好渚はそれは此の語の目的を理解せぬと言うて憤 

るに違ひない。余は然し餘りにエスペラントを好愛せるが故に捨てねばならなかったのである 

ことを附言したい。余は當時二三の外國語を習って見てその勞力を他に讓ったならば,如何 

なる偉業も出來るほどの勞力ではないかと考へ，世界の民が多少ともに，その勞役を負ふてゐ 

ることを遺憾と考へてゐた。依ってエスペラント語の存在を知った時に,心からの熱I、を以て 

•f比界の言語の統一が出來ると夢憩した。余は思ひ起すのである。朧氣ではあるが大鼎の制服の 

まま,神田の或家の二階,それは工學士小坂狷二氏の下宿であった力,或ひは小坂氏力:エスペ 

ラント語講習のために特に借り受けてゐた部屋であったか，余は其處に突然訪れた。小坂氏は 

鐵道省であったか何處かの制服の如きものを着て居られたが,頻りにタイフ・ライタ-を打って 

居られた。余の外に男女數名の講習希望者が座ってゐた。やがてタイプライターで印刷した敎 

材が配られー口E!に品詞全體の規^を習得し,二日わには旣に簡單.なる會話が出來，三日口に 

は辭書さへあれば全く言語の共通しない人と意志を通じ合ふことが出來るに至った。エスペラ 

ントの履の意義が此處にある事を今の余は知ってゐる。が其當時は,この言語を甚しく愛して 

これを以て日常會話にも執筆にも用ひることが出來るやうに夢想したために間もなくその反動 

として，エスペラント語を習得するより4,羅典語に精通するの，より有意義であること,世界 

は言語にされ，生活にまれ，統一し難きもので，其處に亦人生の意義あることなどを以て，余 

は右の講習會より退いて了ったのである。ポーランドの片田舍に生れ.,その民の統一しがたき 

は,言語め統一なきによることを感じ，そして多くの天才の常としてこの意灸を止揚してー國 

のみならず全世界に思ひ及ぼして遂にエスペラント語を創造したザメンホフの根本思想は，誤 

れるエスペランチストの如く，これを日常の會話に用ひ世界の言語を統一せんとするのでなく 

て全く言語の共通せざる,互ひに學習の及ばざる,風語の民をして，辭書一册を所有せば思想 

を客易に通じ得るだけの,而もそれだけで旣に重い任務をその言語に負はせんとの思想であっ 

たのである。エスペラントを宣傳するに於てこの意味を徹底せずして，從來の諸國語の言語器 

上の不備を責め，或ひはこの言語の合理7勺にして脅得し易きことをのみ主眼として說くのは人 

生の不備にして，尙その不備なるがために吾等が科學文明の目的は,人生の不備なるを出來る 

だけ彼方に押しやって，かくして贏ち得た餘暇を以て，文化を味ふ事に揉ぐべきであ◎。希・腦 
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羅馬の文化は味はしめよ。伯希來猶太の歷史を學ばしめよ。敎養のために人生の半ばを捧げし 

めよ,而して勞苦の生淫を以て悠久なる人類文明史にささやかなる一顆を綴らんとこそ願へ。

余は其後小坂氏を見ない。しかのみならず余の方では白皙嗖嫗の小坂氏を記憶してゐるが, 

君の方で記憶せられてゐることは恐らくあるまい。然し余はエスペラント語について何かを思 

ふ時，必ず?jを思ひ出すのである。神U1の何處かに,その當特行はれたエスペラント宣傳大會 

で二三人の講習貝と共にエスペラント語の「君が代」を歌った。お世辭にも上手とは言ひ兼ね 

るが,熱心と愛とのこもった君の甲高い聲を思ひだす。余等も亦君の下宿の二階で「君が代」 

を習はせられたものである。「さじれいしの」と言ふところは「クレスキージョウース」とい 

ふのであって此處が亦最も中高いところであることを余は記億してゐる。一緖に歌ってゐる講 

習會員等の聲の立たぬやうになり，II・つ文句も忘れてゐたのであらう,オルガンに合せて君は 

旳ト・人其處を歌った。そして會堂一杯の聲でカラカラと笑はれた君は口本エスペラント刀恩人 

槪して,靑年にとってのエスペラント語の師友である。余は君の記憶を辿る時,溢る、好感の 

湧くを覺える。新聞を手にすると,君の名がエスペラント語の會と共に余の眼に入る機會が少 

豪からずある。君はまだ君の余暇を捧げてエスペラント語のために盡してゐるのであるが，そ 

のひたむきなる愛し方が君の益々洗練せられたであらう人格を思はしめて,その度每に油然た 

る唆かい感慨を覺えしめる。あゝ今一度君と共に歌ひたい电のだ。クレスキージョーxと聲を 

張りあげて見度いものだ。C「趣味の生理學」より拔萃）

臺灣エスペラント運動の回顧

- 連,溫卿

1913年（大正2年）9月1ロ——久振りに夕立の降った晚であった。

すでに初等敎育を了へた私は再び立ち直すことの出來ない家庭的宋情のために,中等學校へ 

人ることが出來ないのみならず，呢業に就かねばならなかつた。そして彼これ考へてゐる中に, 

あるクリスチャンの詛淀により二三の友人と臺北に在住する加奈陀長老敎會臺灣北部傳道局長 

Gould夫人につき英語を學ぶやうになったが，無報酬の代價的條件であったような工合で英文 

のバイブルをも兼ねて使はねばならなかった。勿論私は未だ宗敎を批判する力が缺けてゐたが 

何となく,嫌惡な感があった。このfcT溟感は英語の迩しさよりも反撥的である。が,間もなく 

双方の都合て繼續してゆくことが出來なかった。

それから淡い將來の希望と結び附けていろいろ思案してゐる欠先に,臺灣日々新報紙上に 

u Esperanta Libreto 無料送呈の記事を見てから，今まで記憶の隅っこにあったエスペラン 

卜,世界語，學習容易などの印象が急に呼び起された。“Esperanta Libretonとは兒玉四郞 

氏が葩蓊版で印刷された小册子で,第一瞬は!913年8月20日附になってゐるし,最終號 

の第五輯は翌る年の1月5日附になってゐる。これは臺鬱に於けるエスペラント雜誌の濫觴 

である。これより一週間程前にエスペラント普及に關する同氏の窃稿が同じく臺日紙上に現は 

れてゐたからいま思出したのである。と同時に,私の好奇心がある程度まで搔き立てられた。

エスペラントの種は遂に撒か2した。この夕立後の凉しい9月1口の晚に，第一囘雜習會が艦 

娜龍山寺の一室に於て開かれたのである。18日までは日本エスベラント協會刊Zamenhof V.? 
士のMEkzercaro^の代りに砌阪刷のテキストを使ってゐた。毎週の月,木ニ囘2時間宛
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だ。恭師は兒主四郞氏,講習會員は10數名，私が最年少者であった。io數名の會員の中5名の 

豪灣人を除いたら,他は皆日木人であった。

礙灣のエスペラント連動の創始者兒玉四郞氏が云ふやうに「臺灣のエスペラント運動を思ひ 

出す度毎にいつも頭に浮んで來るものは蘇璧輝氏である」如く實際に於て初期運動の發展はも 

とより兒み氏の熱心によるものではあるが,さりながら蘇氏の松極J參加が與って力がないと 

（i云へないであらう。もし單にエスペラントを識ると云ふだけで*,恐らく茶灣に於ては蘇氏 

を以て哦矢だと云へる。と云ふのは，兒玉氏の未渡豪五年前・こ，蘇氏はすでに長谷川二葉亭の 

「世界語讀木」によって識ってゐたからである。講習會の開始は殆と蘇氏の懇請から會坦の世 

話參加者の勸誘などの成功によること大であった。例へば，私と日本人以外のものは當蘇氏に 

勸誘されたものであって，集會日になると，一々蘇氏の勸めに勵まされて出席したことが決し 

て一再でなかったや5である。诚に兒玉氏にとっては艮き協力者であった。

この講習會は同年12月15 口のザ博士誕生日に終りたるを以て，直ちに日本エスペラント協會 

臺激支部創立總會を閃き，支部を形成せしめた。本部黑板博士よりの祝電,橫須賀支部,廣島 

エスベランティストよりの祝詞以外に,餘興として張福興氏（國語學校の音樂敎師;）のバイオ 

リン獨奏があった。講習修了者は栗山確，加藤春城,橫山盈,蘇璧那,蘇鑒琮,王祖派，陳旺 

生,連溫朋諸氏であった。支部會員として上述の氏名以外に今田祝藏,張程奥,王式泉，洪詩 

闌，吳も 黃鐵,松原,林煥文諸氏・あった。當夜の出席者は十五名，幹事に推薦さ九たものは 

陳旺生,杭;山盈,加藤春城，栗田確,兒玉四郞,王祖派,蘇璧地 分島蕙諸氏の八名である。

兒玉氏は，この講習會以外に通信講義を出して，地方に分散してゐる硏究者の熱心にも答へ 

てゐた。が全島を通じてこの時すでに七十名以上に上り,彰化に黄呈聰氏，阿^に劉鳳崗氏が 

中心であった。就中前者は「國語學校出身の同窓者數名と會合し,貳陪硏究中なり」との盛況 

を報じてゐるほど,全く綠を以て臺灣を包むやうな狀態であった。このとき，兒玉氏よりも早 

く力め渡蔓して通信局の官吏になった分葩蕭氏は兒玉氏が臺灣大衆に向って大いに宣傅してゐ 

るのと反對に通信局內に於て「同氏の主叭に依り數名の同志者と研究を開始された」ことも一 

っの記錄たるを失はないであらう〇

力、う云ふ風にして1913年の歷史は閉ぢられた。この發展的上向に適應する計莊として,定 

期初等講習會は次のやうに1914年（大正3年）の初頭から始められた。

龍山寺に於て 1月8日より每週月，木ニ囘午後?時から9時迄。

大稻埋涯谷稔氏宅（現在太平町增全齒科险院階下;）に於て1月6日より毎週火金遍囘同。 

兒玉氏自宅C今の苗圃前）に於て1月?日より毎週水曜日一囘同。

だがこの三つの講習會の結果は誰でも意外に思ふほど,慘めなものであった。龍山寺の力に 

於ては黃鐵氏,大稻埋に於ては李金塗氏を除いたほか,何らの收穫がなかった。續い•こ第三囘 

目の講習會を龍山寺と大稻坦の三層樓C現市役所大稻埋詰所前の路上がその跡である;）に於て開 

かれたが遂に何ら得るところなく中途で罷めねばならな力、った。その厨因は後で觸れるであら 

うが第一個人的依存關係が擧げられると思ふ。大衆的募集から來る情熱な人が無かったからで 

ある。けれども，それだから初期運動に於ける兒玉氏の演じられた役也が少いと云ふ訐價にな 

らないことは勿論である。ところが,兒玉氏と足並を揃へて實川的方而から臺灣人知識階級の 

間に宜偉を努めてゐた蘇氏はこの際遂にある重大間題に逢着した。それは官僚と臺灣人知讖階 

級の社交機關たる大正協會例會の席上に於て後に九大の講師になった臺灣總督府官房前查課囑 

託松岡正男氏が眞向からエスペラントはロシャの虚無黨が使ったものであるカ、ら危險だと云っ
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て蘇氏を攻擊したことである。これは最もよく當時の官僚が抱懷してゐるエスペラント觀のー 

端を表はしてゐると云っていゝ。同時に,賞用主義からイデオロギー的にエスペラントを引入 

れる論爭の端緒である。いづれにせよエスペラントに對する■認識を深めたことは事實だ。

やがて1915年C大正4年）が來る。1月14日協會戡會頭中村精男博士のために猛呦吳昌 

オ氏の別墅で歡迎會を催したが，小村博士（ま毫灣支部主催以外の會合に出席せぬとのことを聲 

明なされたがため,この歡迎會は形式的に所謂它民合同の歡迎會になってゐた。これは初期連 

動の華やかなりし時代を飾る花であった。間もなく昨年から計畫されたところの「エスペラン 

ト鬣習書として世界に類なく眞に善悉し 美悉せる」「組織的硏究エスペラント講霍雪」が3 
月15日に出版されたが,すでに退潮になりかけた時期であったがため,この出版は兒玉氏の 

儀牲的勞働の上にまた輕濟的負擔を負はせること餘りにも大であった。兒玉氏の歸京なされた 

6月以後はもはや,どん底の砂地を表した感があった。この狀態は1919年の末頃まで續く。

さて私は講習會を終へてから,月□の立つに從ってだんだんエスペヲントから遠ざかって往 

く一方であった。ところが,1916年（大正5年）2月25日に,不意に・戰爭中のロシャから 

通信したいとの奇麗な繪蕖書を受取ったことがある。“Orienta Azio"の編褐者が，私に無斷 

で通信希累を同誌に搖載したがためであることが,後で判ったのである。これは外國から受取 

った最初の手紙で非整に私の興味を唆った。このことがあってから私は,再び私から遠ざかつ 

て往くエスペラントに追ひ附くべく自分も勉強し出したが殆ど初學に適于る書物の少くないの 

に苦心した覺へが今でもハッキリと覺へてゐみ。この時代に小坂氏の主宰したところの通信講 

義やOrienta Stelo n （t,私にとって力になることが多力、った。いまも私が思ふ。もしこの 

繪棄書が來なかったならば,恐く私は他の人々と同じゃうにエスペラントを見放したのでなく 

エスペラントから見放されたものになったかも知れないと。

それから老逼せねばなりないことは，エスペラントが臺灣へ入ってきた時は俺めて不利な社 

包的條件のあったことである。恰度臺灣を日本から分離するこの社の所謂騷擾事件を最後たる 

西來庵事件が勃發した最中であった。一方には日露戰後に於ける日木資本主義の發達に促され 

て漸く發達しかけたところの土著資本が急速に產業資本化しつつある傾向を表はしたときであ 

った。この對抗資本に對する抑制として「會社の文字使用に對する禁止條例」を制定せねばな 

らなかった。これを政治的に最もよく象徴した政策は板垣退敢们の同化會に對する禁止である。 

臺灣人を日本人と同等に待遇せよとの要求が同化會のH的であった。この主張すら入九4れな 

いときである。これを以てディスポチスモが如何に猖撅を極めてゐるかを想像することが出來 

ると思ふ。だから講習曾の隣部屋に私服の居たことや兒玉氏が月一囘位は警務課に出頭して臺 

闵人會員の動靜を申吿せねばならないところの理由し ーにここから山來する。臺灣人は先づ 

第一に國語國文に通ずべきは勿論である。國語を解しないうちにエスペラントーーに限らず•-- 

般外國語も——を學習するには密の輕重綏急を謬ってゐるものである」と蘸氏が述べられてゐ 

るがこ2しは單なる总見ではなく,エスペラントを學習する一つの條件であった。ザメンホフ博 

士のエスペラントを創作した動機を考へ合せてみると,實に揍ったい感じ力:する。けれども， 

このイ条件の冇無に拘らず,當時エスペラントを學習し,或は學習しやうとするものは殆ど新敎 

育を受けた藁灣人の知識階級のみであった。日本人は極少數しかなく大部分は官吏であった。

初期運動に於けるエスペラントの既用主義宜傅は資木の抑制があるにも拘らず，對抗資本の 

形成による交通機具の要求の下に於て,一般に受入られ漠然ながら關心を持つやうになる。

臺沟人の知識階級に於てはデ4スポチスモに對する鬪爭からでなく，嫌惡から，赴避的から
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エスペラントの內在思想に淡い僮憬を繫いでゐるのみであった。しかも組織を缺いてゐた。 

從って,初期の運動に對して發展の力を與へることが出來なかったのは當然である。

一方の口本人に於ては例へ少數でおっても,彼ら（、よ臺灣人よりもより右利なる社會的，經濟 

的條件を有しながら,初期の運動に對して何らの貢獻をなし得なかったのは，彼らが官吏だか 

らである。分島薰氏の取ってきた態度は憐はれや,官吏の悲哀を示すものとみてよからう。そ 

れ故に彼ちは講習會を修了すればもはや,ザメンホフ博士の云ふsamideanoでもなかったや 

5である。しかしながら，彼らは決してエスペラントの內在思想を理解し得ない人種ではなく， 
寧ろ乳・灣人より比情熱的なところがあった。故臺灣總督府編修官であった栗田確氏の次の歌/ 

充分これを證明するに足る。

一つなる世界の上の人の族

族の語をいひ人の話いはヾ

「とこしへの 平和殿立てり」「伯牙に力、」•

・ 「否とよここにエス語を見ずや」

また宮島愼三郞氏c後に一條と改姓）や張福興氏が二三の音樂會に「エスペー口」や「タギ 

ーヂヨ」を演奏したが,大衆の關心にアピールする;总:圖の下に於いでなく,單に新奇と言葉の 

美しいところを紹介する程度に止どまったのも,やむを得ないお時勢であらう〇

そこでエスペラント語の味を體驗した私は同じくさう云ふ跟驗を持つ蘇氏の相談に應じて赞 

鐵氏と共に日本エスペラント學倉の成立後に基灣支部を螫灣エスペラント學會（Formosa Esp
erantista Societo）と改稱し,再組織に努めることになった。そのとき私は一つの民族に一つ 

の團鑑と云ふ总味からSocietoの代りにAsocioを使ってゐたが,小坂猖二氏からasocioは 

ー國的の意味を有するので一地方たる氐灣には適しないとの意味合の注意を受けたことがあっ 

たと憶へてゐる。後になってF. E. S. C空灣エスペラント學會）は最初から全島的に組織を持 

っもので・ く,その前提としての硏宪團禮である以上やはりsocietoを使ふ方が名實とも伴ふ 

との結論に到逹したことがまた思出される。その第一着尸として葫翦板刷のu Verda Ombro 
を出したのは1919年.C大正8年）11月であった。兒玉氏の撒いたエスペラント運動の種は, 

ここに始めて芽を出さんとする。從って，その發展と開花は1919年以後のことである。

これで私の臺灣エスペラント運動の初期に對する囘顧は大體終るが,唯:只，ここに觸れてお 

きたいことは,エスペラント運動は，1921年に始めて發生した文化運動に先腿したこと8年, 

蘇氏の勸めと私の考慮によって,エスペラノト運助で經驗されてきた組織を持込んだことであ 

る。のみならず，文化運動の主體たる豪灣文化協會の發很でなした蔣渭水氏の有名な開會辭 

の「私は耋灣人に生れたことを神樣に感謝します」との一句は,あの當時束京旅行中でエロシ 

エンコ,小坂狷二，髙尾，熊稈諸氏に逢った私と一面識もない「人類の家」主稻垣藤兵衞氏か 

わ寄せられた私信によってヒントを得たものであった。（1936年4月）

琉球のエスペラント運動回顧

比嘉春潮

私とエスペラント 大正4年（1915）の夏であった。當時廣島髙師の學生だった友人仲原 

善忠君が休暇で沖繩に歸ってゐて,或日私を訪ねて來た。いろいろの話の末,仲原君は携へて
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來たエスペラントの本を見せて，同君が旣に研究を始めてゐること，廣島では研究が可なりに 

盛んなことなどを話し,龍みたいならと自分が讀むために持って來たその本を瀝在中貸して吳 

れた。 . . ••い. :;

私がエスペラントの名を聞いたのは,これが初めてではなかった。明治40年（1907）の頃‘ 

英語を習ひに行ってゐるアモアといふ英人の先生の宅で或日一雜誌にエスペラントの記事を發 

見した。アモア先生に尋ねると，それが人造の國際語である,併し實際の役には立たないもの, 

だとの答だった。萬國共通とは誠に調法なものだとは思ったが，それ以上質問を進めもせず, 

只だ英語と違って母音で終る語が多いといふ位の印彖が殘っただけだった。

仲原君が貸して吳れた本は綠星社發行のエスペラント講習書だった。本文は後廻しにして; 

先づ序文や附錄の科外講演を讀んだ。第一に深く感激したのは創始者ザメンホフ博士の人類愛 

に基く高い理想であった。次いで興味を惹いたのは,この美しい言語が如何にも學び易く,而 

かも歐米諸國では否な日本でも旣に直用されてゐるといふ事實であった。旣に基督敎征であり 

世界平和を理想としfしつ語學に興味を持ってゐた私は直ぐにエスペランティストにならうと決 

意した。

私は早速，本を發行所に注文し，その到着を待つを9月から愈々學習を始めた。其頃私は那 

剧から三里餘の玉城といふ田舍の小學校に勤めてゐて暇は十分にあった。每日時間を決めて研 

究した。併し分かり易い樣でもなかなか覺えしれないので,カードをつくって暗記したりした。 

又疑問の點は仲原君の紹介で廣島の高橋邦太郞氏に敎へて頂いた。髙橋氏（ま私の最初の先主で 

ある。私の初步的な質問に在倒を煩はず懇切に手紙で答へて下さったばかりでなく私の差上げ 

る手紙を丁寧に訂正して返して下さった。

靈灣に同志を訪ふj圻くて硏究は績けたが,中々進境を見なかった。が翌5年C1916）の4 
月に機會が私に幸を與へた。丁度臺北に博覽會が開かれるのを機會に,沉繩かわ敎員の視察團 

か組譏:?れ約一ケ月に亘って凉糧各地を視察することになった講習書によって臺北に蕭壁邸氏 

の居るのを知ってゐた私は，同氏に逢ふ爲めに丈けでは毫灣に行きたいと考へた。私は言んで 

視察團に加った。

臺北に着いた翌日私は地圖を便りに獨り艦舸街の龍山寺に日本エスペラント協會臺灣支部を 

訪ねた。講習書にさう場所を:占いてあったからである。艦邮街に入ると日本語は通じない，や 

っと龍山寺は搜し當てたが生憎蘇氏はゐな力、った。來合はせた一老人に「世界語者蘇璧曙先工」 

と書いて示すと老人は船頭いてー少年を呼んで何か言付けた。すると其少年は私を振返り振返 

りずんずんと進んで疔く，早足に蹤いて行くと間もなく着いたのは蘇璧輝氏の住宅だった。

蘇璧澤氏は喜んで私を迎へ，色々とエスペラントの事を話L,又所藏の書籍や世界各地から 

の手紙や雜誌等を示し，辭し去る時に謄寫刷のイソッフ•物語を吳れた。私は初めてエスペラン 

ティストに逢ひ又エスペラントの實用を視又如何に學習すべきかを知った。

向志をつくる 蘇壁輝氏と逢ってから沖繩に歸るまでに,私の計畫したことは何よりも先き 

に一緖に硏究する同志をつくることであった。

私は歸って間暮なく同校の敎員照用輝一君を同志にすることが出來た。それからは毎日二人 

で時間を決めて研究した。共同硏究だから進みも早かった。續いて縣上圖書館長の伊波誉猷氏 

にもお勸めしたら,直ぐに快諾を得た。伊波氏は言語學の專攻&であり，救ねてからエスペテ 

ントに輿味を持ってゐられたヵ:,一ニケ月もすると私逵の疑問に明快な解答を與へ得る人とな 

った。
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私は又蘇璧郵氏の勸めに從ひ,臺灣旅行から歸ると直ぐに日本エスペラント協會の會員とな 

り，伊波照屋兩氏も間もなく引き續き入會した。

沖繩の知識曜級とエスペラント 沖繩は帝國の・縣でありながら,特殊の狀態にあった。先 

づ言託が日本語の一方言と云ふよりも寧ろ琉球語なるー國語と見られる位の違ひがあり,地理 

的關係上日本本土とは最近幾世紀に亘って交通が殆んど無かった爲め風俗慣習4言語同樣特異 

・の嚮があり,」Lつ政治上に於ては明治以前は日本支那兩屬のー-小國たる形態を持ってゐたので 

明治の中頃に至るまで，恰も植民地といふ感じがあった。從って吾々润繩縣民特に知識階級の 

靑年は一種の民族的苦腦を懐いて居た。これ等靑年が其の思想上の指導者として仰いでゐたの 

は卽ち伊波氏であった。伊波氏は言語學上から又歷史の研究から沖總民族の文化的使命を閘明 

し,これ等靑年に自信と光明を與へたのであった。此の頃目覺めかけた之等靑年は,至る所に 

諛書會をつくり,文學宗敎哲學を硏究する風が盛んであった。そしてそれが何れも圖書館とー 

脈の連絡を持ってゐた。今伊波氏がエスペランティストになったといふことは,それだけで工 

スペラントが沖縄靑年の關心事となるに十分であった。

最初の運動 其年卽ち大正5年C1916）の12月に，沖縄初日新聞に1遞間に亘り「國際 

藩.エスペラントの話」力:址載された。內容は講習吉中の「エスペラントの翼廊」の焼直ほしに 

大石，蘇氏の體驗談に私逹の僅かばかりの經驗を書き加へたものだったが,大いにー股の注意 

をひくことが出來た。

丁度此頃私は玉城から圖書館1のある那劭市の小學校に轉じ,照屋君も亦師Ĵ®學校の附屬小學 

校に鶴じ,二人は那期に住む樣になったので，伊波氏と三人は每日でも相會する機會を得た。 

これが運動に好條件となった。私は大正6年C1917）の1月から首里と那胡に小さい講習會を 

開いた。會員は主として小學敎員で何れも十名內外であった。2月に入って仞波氏力:圖霑館員 

に二三外部からの希望者を加へて長期の講習會を開いた。

讀書家で絕えず圖書范に出入してゐた那勁測候所長筒井百平氏,沖臺製糖會社工場長鈴木百 

平氏も間もなくエスペランティストとなり,續いて沖縄毎日新報主筆で伊波氏の令弟たる伊波 

月城氏も加はり急に運動は活氣づいて來た。

研究者も相當に出來たので，私の家を會場にして綠星俱樂部なるものを組締;し每週一囘硏究 

會を開いた。C綠星俱樂部は一年ばかりの後會場を圖書館に移し，其後大正10年頃まで紋い 

た。）乂 Nia Rondetoなる謄寫版刷の機關誌も發彳亍した。これは髙橋氏や協會から得た質疑 

應答やKrestomatio中のAnekdotojなどから材料を採って初步者の爲めの註解を加へたもの 

を記事としたが二三號で廢刊した。硏究會も皆が初步者ばかりだから譯够練習をするに過ぎな 

かったが其都度ロ刊の三新聞に報導されるのて宣霧的効果は著しく，僅か數ヶ月の間に講習書 

を求めたもの59名を突破した程だった。

縣外同志との接觸夏の初めに大石和三郎氏が公用で來縣され，筒井測候所長の案內で私逹 

の集會へも來られ，ぬ员からの色々な質問に答へられた。沖縄のエスペランチスト逹は此時初 

めて正しいエスペラントを聞いた譯であった。

6月に私は樂事視察の爲め九州中國から關東地方に約ニケ月間の旅行をすることになった。 

此旅行中各地のエスペランティストを訪問する機會を得た。廣島では高橋,中Hの兩氏，大阪で 

は大阪支部の各位に堺の阪上氏，鹿兒島では•重松氏にお目にかかった。東京では10日位の滯在 

•中每晚小坂氏をお訪ねして特別に發音や文法を敎へて頂いた。

丁度東京支部の佻會がカフェー松下で開かれたが,私の歡迎會といふ事になって中村博士を
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はじめ日本エスベラント界の明星が一堂に會すともいふべき會となった。私ははじめてエスペ 

ラントの演說を聽いたのだが,私自身に關することだったせいか未熟の私にも大體判かった。

其後の運動 この冬には圖杏館で誰習會を開いた。伊波氏と私が講師になった。宣傅-が利い 

て90餘名の會員を得た。中學生と小學校敎員が大多數を占めてゐた。

翌7年（1918うの3月には協會の機關誌日本エスペラントで琉球號を出した。材料だけは 

私達の方で纏めたが記事の殆んど全部が扯會（多分小坂氏）の手になるものであった。

夏にも又圖書館て講習會を開いた。五十名以上の會貝を得た肚 献囘のが餘り艮い成杲を齎 

らさな力、ったので，今囘は會員に「全程」と「エス和辭典」を買って貲ひ，全程を初めから讀 

むことにした。一週間の會期が終って後,約半數20餘名の會・員の希望によって,更にー・遞間. 

繼級した。

運動不振 翌8年C1919うに入りて吾等の運動は別に進展を見なかった。講習を受けたもの, 

本や辭書を買ったものは百を超したが，學習を續けたものは十指を屈するにも足りなかった。 

大正6年以來毎週…囘の研究會は相變らず繼續してゐるが,集まるものは5, 6名に過ぎない 

有樣だった。

不振の原因は單なる好奇心ではじめた者が多かったせいもあるが，第一に私逹指導者たるべ: 

き考の學力が停頓してしまって,新い、人や後進の者を刺激し指導する力が足りなかった爲め 

であったが又一方露西亞革命を契裁として，起った世界思想界の變動は沖繩にも影響して靑年 

の間に礼會思想的興味力澳りつつあった。私達エスペラントをやってゐる連中も亦此方面に與 

味を向けはじめたので，幾分エスペラントに對する熱が下向しつつあった。

雜 エスペラントを學んて樂だと思ったのは母音が五つしかない事であった。英語などで吾 

々に取って新しい音に逢菩する時子音は何とかこなせるが，母音は注も出來さうもなかった。工 

ス晤の母音が□本語のそれと同じにしても通じるといふのが一番の有り難し•、ことであった。そ 

れに口本記になくて琉球語にある子音がエスペラントにあるのも私逹には嬉しいことだった。

エスペラントを習った爲めに別に不快な事は起こらなかった。只だ8年頃から蟹察の方で少 

入猜疑の眼で見られたことはあった。

外國人との通信は最初少々やって見たが，繪第書交換や一通りの挨拶以上には出なかった。

其頃學習をはじめた人で,現在までエスペランティストとして殘ってゐるのは至って少ない。 

圖書館の許田君は其の一人である。照屋君は大正!2年に死んだ。砲氏は止めた譯ではない 

が此頃あまりエス語を使はれない。

沖縄のエスペラント運動.:ま上述の如く大正6-7年に急に燃え上がって忽ちに消えてしまっ 

た。るまで藁火のやうに。

思 ひ 出

藤澤親雄

私がまだ帝大の學生であった時分に初めてエスペラントがどんなものであるかと云ふことを 

知った。大正7年4月の或口神田橋の邊を散步してゐたら和强樂堂でエスペラントの宣傅演說會 

が開かれてゐたので何氣なく這入つて聽いてみた。恰度小坂さんがエスペランチスモのことを 

例の倉烈な口調で話されてゐた。初めの內は與味本位で聽いてゐたが論旨が如何にも莫摯なの
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で段々と强く惹きつけられて終にはすっかり感激して仕舞ひ,人道主義的立場から是非と'エ 

ス話を修得せねばならぬと決心した。そこで其晚早速匿修書を買求め幾度も繰返して熱匚、に勉 

强した。其の結:果大體の要領が呑みこめたので少し大膽であったが誰彼の區^をせずエス語で 

會話を試みてみた。處が案外よく分るので益々勢を得次には拙劣な作文なんかをつくって小坂 

•こんに直してもめった。其の當時スヰス人でディックと云ふ非估に練逹なエスベランチストが 

來てゐたので彼にもぶつかって大いに會話の稽占をやった。これが契磯となってどんどんと上 

達した。そんなわけで，堀•休暇を利用して浦魅にエス語武者修衍に出かけロシアの同志と親交 

を深めて來た。其後為府の或際聯盟に赴任することとなったのでエス語が益々實地に役立った。 

殊に中歐からバルカン半启に旅行した際なぞはUEAの代表考の並ならぬ配慮と友情とによっ 

て非常に大きな便宜を卒けた。然し何れにせよ私がエスペラントを學んだ主たる動機は饗用的 

なものではなくザー メンホ-フ博士の崇高なる人類愛の理想に深く共鳴したからであった。今 

でも同じ心の態度を失ってゐない。分裂し抗爭する各國民の間に道義的秩序を持來すことを民 

族的使命としてゐる日よの立場から。各國民を國際語によって融和せしめんとするエスペラン 

チスモは我々の心の琴線に深く潮れるのである。

札幌でエス語を學び始めた

三田 智大

私が札幌の束北帝大農科大學（後に北海道帝大;）豫科で勉學してゐた時，大正2年頃，長谷 

川二葉亭暑:「世界語」（明治39年發行）を古本屋で買った。薄い簡單.な此の本では，私はエス 

吾を十分に了解することは出來なかったが,大綱を知り得てもっと詳しく學習したいと思った。 

然しどうして學ぶべきかの手段方法が皆目わからないから其のままになってゐた。

次正8年1乃靜岡の中學時代の鳶友から來た乖贺ハカ・キ。これは靜岡の老工學士高橋邦太 

郞先生が造ったエス韶宣像のヱノ、ガキであった。私は早速其の友に硏究方法を照會し,千布著 

「エスペラント圣程」の存在を知った。私は全程を讀んだ。編述が巧妙であるからよく判った。 

一遞間熟讀し耽讀した。

エス語を知り得た喜びを私だけが獨占すべきでない。私は啓て北大農學部內の外國語硏究會 

の創立者の・員であったから,其の仲間の幹部たる友にエス語の共同硏究をはかった。友は硏 

究集會の永紹しがたい苦い經驗を理由として拒絕した。私は此年6月北大をヨ業する,私が今 

種子を蒔かねばエス語の北犬學苑內の芽生方は大いに遲れるのだ。私は別の友人の援助により 

2月上旬寄宿舍を您場として「北大エスペラント硏究會」を創設した。集る者約1〇人。3月 

末には試驗と休暇とがあり，中止の後の四月には集る者4一5名の少數であった。その內集會 

をやめた。然し熱心な同志興村禎吉君を得たことは喜びの限りである。

4月末高橋邦太郞先生は札幌の田舍の水力發電所の工事のために來られ約1ヶ月滯在され 

た。圖らざる邂逅。御蕭陶を受けて隨言した。

高橋先生の「外國語を以て外國人に話すは,借走物を着て貸主の前に出るが如し」といふ日 

本語尊乘の意見には私も興村君も全く共嗚してゐた。我々は覆國主義者なるが故にエス語を特 
、に尊重したのだ。 、 •

卒業論文を英語やドイツ語で書くことに優越感を持つ朋友達の觀念に私け嫌惡を懐いた。私 
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の卒業論文「各種乳酸菌による乳酸石灰生成の實驗」は日本晤で書いた。さうして摘要をエス 

葫書き,支那時文書きの二樣で附錄とした。エス豁は高橋先生の校閱を受け，支那時文は支那 

書學上の校閱を受けたものではあるが,とにかく自分で造ったのである。此れが卒業淪文中北 

大屐初のエス語書きであるのは勿論であるが，ロ本全國中でも最初の部類に屬するだらうと思 

って開拓の誇を感じた。

大正8年夏私が札幌を去つた後,與村君は永く北大に於てエス語普及に奮鬪した。興村君は 

秀才であったから立派なエス人となった。大正15年北大畜產科をヨ業し,初めか以の目的通 

勺ブラジルに移住した。

私はエス語愛好の熱情は常に變らないが,・興村君ほどの才能がないから，大正8年の時以上 

にエス人として大して發達しないのが遺憾である。ただエス語の普及には其の後札幌に函館に 

帶质に犬いに努力した。

世界醫學文献はエス語で統一せよ

村 m 正太

私がエスペラントについて知ったのは外國語學校獨逸語科に在學當時であった。佛語科の友 

人が二葉亭の「世界語」を示してBE白いからぜびやれとすすめてくれたが私、は人工詰なんてい 

ふものは人間の複雜な思想を表現することが不可能だと頭できめてしまつてゐたので見むきも 

しなかった。それは明治39年のことである。その後私は第一高等學校へ入り束犬の翳科に籍 

をおいた。私は外國語學校で3年もドイツ款を學んだ上更に髙等學校で獨逸語をやったのだか 

ら獨逸語については大學の同窓の誰にもまけぬといふ自信をはってゐた。

併し當時大學の醫科ではすべての術語に獨逸語をつかって講義をする。私はこのやりかたが 

非出に屈辱的なことだと老へた。私の古いH記にこんなことが書いてある。「國民としての自 

覺は必然的にその國計の尊證を要求する。從來の翹學は獨逸の醫厚で日本の赛界は獨逸の魔國 

であった。しかし吾人はいつまでもこの服從的地位に甘んずべきでない。口木には獨立Lたる 

日本の醫學がなくてはならない。日本の翹界を獨逸のそれと蠶等若くはそれ以上の地位に置く 

べく努力しなければならない。そしてこの獨立を敍然として術立するには少くとも從來の從屬 

的色彩の總てを徐去するを要する。醫師醫學生が不必要に獨逸語を使用するが如きは先づ除か 

れねばならない從屬的色彩の主なる一つである」と。

私はこう考へてゐたので敎授が獨逸語まじりで講義をするのをにがにがしく思った。そして 

之をどうしても日本語にあらためしめなければならぬと考へた。 ,

それで私は大正6年大學の卒業試驗に書く病牀日誌を日本語で書いて出した。處が內科の入

澤敎授が憤廐されて之を却下された。もっとも外科の近藤敎授は私の□本語でかいた病牀日誌 

を異議なく受附けてくれた。 •

大正7年醫學用語問題を論じ,英獨佛の如き外國菸を以って業績を發夷するは國語の權威を

躁 し國家の體面を傷けるものだと解剖の大澤敎授と雜誌上で論爭した當時私の意見として

は總べて日本人の業績は日本語で發表すべきもので日本語以外の同語で發表するのは獨立國た 

る日本帝國の體面を傷け日本國詰の權威を蹂酬「るもので極力反酉しなければならないと云ふ 

のにあった。この私の•意見に對して多數の先輩は反對せられ親しい友人間にもイ賛成の聲をき
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いた。「理想論でその奩氣は壯だ。并し悲しいことは勃興しつつ刼る日本の醫學はまだ充分に世 

界の認むる所となって居ない。今日の急務は多少國語の權威に抵觸し獨立國の體而に關するこ 

とはあってi先づロ本翳學を世界に紹介し我國磬學の優秀なることを世界の識者に認めしめる 

ことにある」。之が總ての反對論者の期せずして一致した私に對する非難であった。之に對L 
て「國語の權威獨立國の體面は醫舉を此界的に紹介する爲めの犧牲にするのには餘りにゆい。 

世界的承認が假令數ヶ年遲くれることがあってもこれは過i度期の已むを得ざるものとして忍ば 

ねばならない。これ位の犧牲は尊外思想を排斥する倉氣のもたらす收穫を以って優に補ふこと 

が出來る」。私はこう論駁した。併し反對論者の說にもあながち無理ならぬ點もありこの問題 

の適切なる解決に少からず頭を惱ました。

大正5-6年頃神田の夜店て私は日本エス協會螯灣支部で編篡した「エスペラント龍習書」を 

買って來て一寸のぞいみたが大した興味も起らなかったのでそのまま本棚の隅に差込んで置い 

た。或日のことこの赤い表紙が私の注;をを惹いた。エスペラントは國際補助語と自ら名乘って 

居る如く 一國民と何等の關係なく國際的には全然中立的である。「これだ!」私はほほゑんだ。 

この語には國籍がない或ー國の國語でない。英獨佛の語とは根本に於て性質がちがふ。エスペ 

ラントで業績を發表すれば從來の英佛獨に封する屈辱的の態度から兔かれることが出來る。併 

しこの悅びには「この話は果して醫盘として完全のものであらうか。この語で醫學に關する記 

載が充分に出來るであらう力、」この筑間と不安が績いた。私は!〇年來熱心にエス語を硏究す 

ると聞いた來知の高橋邦太郞エ學士に書を寄せてこの問題に對する意見を乞ふた。折返し「工 

ス語は人間の頭腦中に浮ぷ思想はその何たるを問はず何國語よりも辆確に綿密に奇麗にそして 

容易に言ひ表はす事を得るものに候」との返書を得たが兎角信者はその宗敎を無二の如く稱へ 

るのが世の當て私はエス語に對して未だ充分の倍用を置くことが出來なかった。大止8年1月 

高橋氏が東京へ來られ鐵道協會で初めてお目にかかることが出來た。その時色々エス語のお話 

を承りまたワルソーから出て居たKuracistoといふ雜誌を二三册貸して戴いた。

それから2-3日して日比谷停留場傍の長樂軒でエス語の集會があるかち是#出ては如何と 

の手紙を受取この會では總てエス語で談話をし外國人も來ると云ふのにッイ興味を唆られて出 

席した“幹事の注井文學士が盛に喋??られる。氏は7年とか繼蠻せられたと云ふので之には不 

思議はない。流暢に滔々と外人と論談して居られた。藤澤法學士に何時からとたづねると一年 

半前からですと言はれた。然しこれは大して私を驚かさない。一番私を力强く動かしたのは農 

科の松葉學士 c現農學部敎授）が四ヶ月目で卓上演說をやり皆とエス語で自由に談笑して居られ 

た耶である。成程エスペラントはやさしいとその時私は思った。私は1月の16 0,皆から推獎 

せられた「エスペラント全程」を手に入れるためわざわざ潅谷の黑板博士邸へお伺ひした。そ 

れは月のさへた晚であった。私はその夜の9時から讀み始めた。私は晝間は本職の研究で讀む 

暇はない。硏究所から歸り夕食をすませば6時過ぎになる。私はこの夜の少ない時間で一氣に 

全程を終へ紹いて就にのべた臺灣で出た講習書もよんでしまった。26 口の晚ーーはじめてか 

ら11日目，この間に3晚よまない時があるから正昧7 □目一Kuracistoに載って居るPri la 
skorbuto kaj ĝia esenco （懐血病及びその本質に就工）6頁に11る論文を約3時間位ですっかり 

讀んで完全に了解する事が出來た。私はこの帝文を讀みえた時，限りない愉快を感ずると共に 

エスペラント學習の容易なることの確'呀なる實證を得た。その後の讀書によって险語として工 

スペラントは充分なる資格を有することを確信するに至った。これと同時に醫舉用語問題は造 

作なく解決が出來た。ロ本莖が未だ世界の學術語として認められない過渡時代に於ける今日， 
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日本の醫學を世界に紹介するには全然中立的で然かも精確,平易にして優美なこのエスペラン 

トによればいい。これなれば國語の權威は蹂珊士られずに濟む國家の瞪面は傷け6れずに濟む。 

しかも期待する口的卽ち日本蜃學の世界的紹介はこれによって遗憾なく達することが出來る。' 

我が同胞醫學者が外國人にさでも示す必要があると思ふ強文は爾今必ずエスペラント語で發表 

せられんことを望む。

學者が語學の爲めに貴帝なる時問を空答するほど愚なることはない。現在でも佛の學者が英 

獨の語を修得するは容易でない。獨の學者は英佛の語を必要上修めなければならない。政治的 

勃興は國民的□覺を喚起し國民的自覺はその國語の尊重を敎へる。戰後の日本伊太利は今まで 

のやうにいつまでも屈辱的地位に甘んじては居ない。過渡時代の現象として國語の醫學上の地 

位を世界的に認めしめる手段として自或豁をおいてエスペラントの如き中立語を以て業績を發 

表することもあらう。併し一度；自己の地位の認められるやうになれば最:早や英米佛獨と對等 

の見識を以てこれ等の國の學者が世界に發表する業績でも自國語を以てする如く日本,仍太利 

の學者も自分に最も都合のいい自國帮を以てのみ業績を發表するに至る。これは自明の理でか 

かる狀^の近い將來に現はれて來ることは疑を容れる餘地がない。こうなれば英米佛獨の舉者 

で充分に世界の幻識を吸收するには少くも四ケ國,支那その他の國の學者は口國語以外に少く 

とも五ケ國の國語に通じなければならなくなる。この時には英佛獨あたりの學者も址早晏如と 

しては居られない。但界文献の統一,この蓮動は必然として起って來る。彳比坏共通醫語の設定 

は避くべからざる卩上界各國醫學者の希望になる。多數の外國語修習の負捷かわ兔れて自國話以 

外に唯だ一つの共通語を學べばそれで世界各或の業績を自ぬに漁り得る便利なる組織を要求す 

る。そしてこの場合,共通醫學盘となるものは英語か，佛語か，獨逸語か，日本認か。侵・太羽J 
語か。いづれも皆な井。今日の如く國民的自負心の盛な時代に於ては,國民と結びつけられた 

語，卽ち或るー•國の國語は決して國際醫學語として採用せられ得べきものでない。國際醫學語 

は國家と關係を有しない全然中立的のものでなければならない。羅典語はこの意妹に於て國際 

語としてその資格を或る程度まで持って居るのかも知れない。併し國際語は正確，明瞭である 

他に成るべく平易なることを要求する。この最後の條件の爲めに疑典語は國際共通語としては 

不適當である。これが爲めにはこれ等の條件の總てを備へるエスペラントをおいて他に適當の 

語がない。またこの語以外に他の候補晤を物色する必要がない。私は日本の醫學者に對しエス 

ペラントを用ひよと勸吿すると共に日本の醫學が世界的の地位を後得した曉には世界の學者に 

向って世界共通醫語選定の必要を說き，エスペラントを最も適當なるものとして推獎せんこと 

を用む。私は遠からずこの文献統一の必ず實現せらるることを確信しこの永遠の計の爲めにも 

盛にエスペラントでの菜績發表によってこの氣運を促進せんことを希望する。

以上は大正8年頃睡々の鳌學眾誌に執筆した記事を大部分その儘うつしとったものである 

が今もその當時も自分の老へに於て少しも變りはない。而してその時代から私は自分の研究を 

發表する原著はすべてエスペラントで發表し過渡時代の必要と日本人としての立場から邦語露 

をそへることに決心し之を實行してゐる。
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つ の 追憶

西 成甫

自分の歐洲留學は今から凡そ二タ昔前になる〇當時まだ三十に滿たない希望に燃える好學の 

雷轻は明治44年12月上旬横涼埠頭を册纜の宮崎丸に乘船して，海路恙なくあこがれの都ド 

ペッ，ノ\イデルペルクに行李を解いたのが翌年1月下句，そこで豫て聞き及ぶ斯界の泰斗, 

Fŭrbringer先生のもとで比較解割學を再攻することになった。今でも或る程度までソウであ

るが，其の當時の日本の幣學は謂はば獨逸醫學の出店と云ってよからう。需學と云へばドイツ 

語一天張りで，理屈は兎に角口分が平和な南ドイツの大學町に何の不自由もなく愉快に硏究を 

續ける事が出來たのは全くドイツ語の御蔭である。無論ドイツ國內ではドイツ需さへ出來れば 

萬事OKで，國際語などに就ては考へて見たこともなかったことは是非もない次第である。

下宿の婆さんかの何かの折に,此の町にはエスペラントと云ふ人造語を使ふ不思議な人間が

二人居て,外國から仲間が來るとわざわざ停車場まで出迎へて，宿屋の世話から土地の案內ま 

でもすると云ふ粘伽噺の樣なことを聞かされた時にも,實は何等の關心を持たなかったのであ 

る。其の頃から歐洲の天地はそろそろ險惡となって來たが，自由主義的な學生逹の間には反っ 

て平和運動が扌 頸して,國際學生聯盟Corda fratresなども履々會を催し，自分も幾度か出席

してなごやかな國際氣分を味ふことが出來たのである。併し席上の用語は凡てドイツ語で事足 

り，別にそれを不思議とも思はなかったのは，今から思へば寧ろ不思議な位であった。

1914年Ĉ大正3年）の夏遂にかの運命的な世界大載が勃發して，吞氣に構へて逃げ後れた 

自分は保護監禁の美名のもとに約40日を憂欝な牢獻に過した。其の間の退屈凌ぎに豫て希望 

して居た——今は殆んど忘れてしまったーイタリヤ語の獨餐をやって見たりしたが，その時

にも未だ國豁語のことには思ひ及ばなかったのである。解放されてスイスに來たのちも，多く 

はドイツ适の行はれるチューリッヒに滯在して居たためにさして不便もなくそこで約ーケ年を 

過した。や力:て留學期も盡きて愈々1915年7月歸朝の途に就くことになったが,今更驚いたこ

とは汽車が首府ペルンを出る時分から車学も乘客もフランス詰を使ふやうになり,ジュネープ 

で汽車を乘り換へて一步フランス領に這入ると，ドイツ語の通用しないのは無論であるが,ウ 

ツカリja, neinでも□走ったが最後拳固の一'位は覺悟しなければならない----そう云ふ實 

例は少くなかつ定——有樣で,下手糞なフランス語の片言でドウやりコウやらマルセーエまで 

はたど£着いたものの,再び宮崎丸——此の船は次の歐洲航路でドイツ潜航艇の犧牲になった 

——の客となって言語的に解放された時には實のところ胸をなで下した次第である。所で船の

上では兎も角その寄航地では英語のほかドイツ語もフランス語も玆では通用しないのである。 

此の時上に述べたハイデルベルクの下宿の婆さんのいった「不思談な人間」の話が一寸念頭に 

浮んたが,併し歸就後直ぐに新設の東北帝大に赴任して，其の日其の日を忙しく送って居たた 

め眩際語の事などはトント忘れてしまって居た。其の内ドイツの旗色は段々惡くなって,ドイ

ツ語が世界の學界からボイコットされる樣になった時，德いたのはドイツの學者ではなくして 

理は日本の噬學者であった。中には密かにエビシーやアペセーを習ひ始めた敎授や，ドイツ語 

のサブタイトルを英語に改めた雜誌などもあった位である。自分が國際語の問題を初めて偵面 

目に考慮したのは此の時である。日本エスベラント學會の創立されたのも恐らく其の當時のこ 

とと思はれる力;.田舍に居る者の吞氣サは一ッパ莎先覺者の積りか何かで,早速丸善から,た 
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しか英語のエスペラント手ほどきを二三册取りよせて其の一頁を開いた時是れある哉と思はず 

案を叩いたかドウか,それは兎に角，あらゆる國際關係を超越して人類共同ろ所有物となるべ 

き科學上の研究の如きは唯だ「此の」國際語を以て記錄さるべきであると堅く信じたのである。

そこで大正U年の春東大に轉任の後試にエスペラントで綴った小論文——今讃むと誠に拙 

い文體であるが一を書いて見た。人は嗤った。併し慶大の解剖學敎授岡島君の理解ある好意 

によって其の主幹するFolia anatomica japonicaの第一卷に,解剖學では恐以くは最初の工 

スペラント書きの希文が掲載されたのである。人は今も啖はふ。併し自分は特別の事情に迫ら 

れない限り，硏究の發表にはエスペラントを使ふ事を今も紹けて居る。今日幾多の科學雜誌に 

エスベラントが採用される樣になったのには,科學者エスペランチスト逹の斷えざる努zJi e 
る事なヵ;ら，岡島君のエスペラントに對する理解も亦與って力ありと云はねばならぬ。

君は去る4月9日働き盛りの55歳を一期に急逝された。此の機會に君の冥福を祈って筆 

を措く 〇

私にエスペラントをすすめた大杉榮

板橋 鴻

大正!2年の犬役災のドサクサまぎれに大杉榮氏は殺されてしまった。そして今日では世人 

の記憶から漸く薄らぎつつある。懷へば遠い昔である。當時私が勤めて居た築地の聖ルカ病院 

へ大杉氏が入院したのはたしか大正九年の喜のことだった。朝に夕に大臭通ひの汽船のボーを 

聞きながら暮したおの時分は私もぎだ若かった。あの築地河岸にfアんで遙か雲の疔方をウット 

リとながめたこともあった。時のたつのは速いものだ。あれから16年になる。頭も柘當禿げ 

てしまったし 髭・〇白毛を氣にして拔き取る年頃となってしまって私の記憶も融らいでしまっ 

た。みたと云っても私のは診たので氐って，氏の爲人を精しく觀察したといふのではない。ミ 

ザントローパな私に氏のやうな友人がある舍はない。思想的の交涉などは絕對にない。只遇然 

に僅か數ヶ月の問翳者と患者といふ關陈にあったまでのことである。

まづ最初に記憶に甦る大杉氏は快復期にベットの上に胡坐をかいて,おそろしく吃りながら 

物を言ふ丸顔の眼のギョロリとした,瘦ぜ衰へた髯ボ-ボ-の刃である。入院當初は回診に 

疔くと少し白眼をみせて輕く眼をつむり,アパッイアな,蒼白な顏貌で，まるで死相を呈して 

居った。當時の日記を繰ってみると,ウィダール氏反應は六百倍まて陽性，血液及び其他の培 

養に於てはチフス菌を發見し得ない。咯痰中に結核菌陽性とある。新聞記者には肺紀核策腸チ 

フスと發表したのである力1，幸德秋水や大杉氏が,肺病であったと云ふことは周知の事であっ 

た爲に，チフスと云ふ爭のみに注意が向け咯れ,世間では「大杉がチフスで死にそうだ」と宣 

傅されたのである。暮に入院して翌年の春也院したのであったが,其後の經過を・觀察してみる 

と，肺結核のシューブc新しい病竈を作って质がってゆくこと）とみるのが至當らしい。患者 

としての大杉氏はよく鶴師や看護妃の旨ふ事を聞く人であった。看護婦達は異口同晋に「恐ろ 

しい思想を持った人のやうにはチットも見えないわね」と言ひ合って居った。

夫人の伊藤野枝氏は大きなお腹を抱へて看護して居った。大杉氏が快復する，野枝氏がお產 

をするといふ順序であった。病院の同じ食堂で同じ食事をしたこともあるが，野枝氏は色の淺 

黑い小柄なやさしい□のきき方をする女であった。御夫婦の間は實にIH!滿なものであったらし
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い。入院中は同志の者や其他の知人の見舞にくるものが仲々多數であった。堺利彥氏などもよ 

く來られたとか。しよっちう來て看護に當ってゐたのは村木源次郞氏であった。

何時も刑事が二人病院の近所にブラブラして居った。時には小使室に入り込んで居ることも 

あった。そして折々翳者や右議婦をつかまへては大杉氏の樣子を簿ねる。村木源次廓氏はあれ 

かわ數年後獄死したといふ記事をチラと新聞でみたことがあるが，實にまめまめしく看護婦の 

やうな仕事をしたり走りづかひをしたりしてゐた。これといふ收入の道もなかったらしくど3 
も大杉氏の消化したものを吐き出してもらって舐めて居ったらしい。そう言へば僕も舐めた。 

といふのは村木氏がどこかはか「エスペラント全程」といふ本を買って來てくれたからである。

私が大杉氏から直接聞いた話といへば唯エスペラントに關する爭のみである。科學的硏究と 

いふ硏究はみなエスペラントで發表されるやうな時代が今にも來るやうなことを言って居た。 

それは大變だといふので私は試驗前の學生のやうな氣持で「エスペラント全程」を讀みふけっ 

たものだった。エスペラントといふものを全然知らな力、った私には當時彼等がどの程度迄エス 

語を實用に供して居ったかは知る山もないが見舞に來る同占の中でエス語のできる者達とは工 

ス語で話しみってゐたのではないかと想像してゐる。

大杉氏がどうして何時エス語をやったかといふようなことはその當時聞いたやうな記憶がある 

が今はスツカリ忘れてしまったのはのこりおしい氣がする。唯同氏が匚!分が日本で—番古い工 

スペランチストだとよく云ひ云ひした樣におぼえてゐる。

退院後の大杉氏とは私は全く沒交涉であったが同氏から聞いたエスペラントは其後今日に至 

る迄私の身邊を去らないものとなった。實に不思議な緣である。

綠星下に於ける二葉亭四迷

—, 井上一

長谷川二葉亭の名が明治文學史に那く記念碑的存在であると同時に,亦この邦エスペラント 

運動の讃へらるべき先逹のそれであるといふ事は，現在では旣に常識に属してゐる。わたしは 

玆では後者における二葉亭の・彌をskiziすることによって,些か«滋識》のあとづけをし 

たいと思ふ〇

* *

日本エスペラント協會CJEA）の機關誌"La Japana Esperantiston創刊號（1906, 8, 5發 

兌:）は次の如き記事を揭げて《エスペランティスト二葉亭》のdebutoを報じてゐる。

エスペラント研究用書

協會にてエスペラント語硏究用として取敢へず簡單なる手引樣のものを編輯中の處今囘 

露國浦應エスペラント協會會員長が川二葉亭氏は同樣のもの世界語〔定價试拾錢郵稅二錢;） 

を東京神田表神保町彩史閣より出版せられたるにつき,研究者は之を用ふるを得べきを以 

て，本會は別に完備せる大字書其他を出版することに決し手引の出版は見合せたり,云々。

此處では二葉亭はその當に嫌惡せる《小說家》としてではなく,一個のesp-istoとして,;b 
れわれの前に登場ずる〇

この邦最初の獨誓書（敎科書）「I比界語」——このささやかな,しかし銳い武器が，二葉亭に 

よってエスペラント戰線の若き兵士たちの手に渡されたのは，實に明治39年7月21日C1906）,
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Zamenhofによって此の世界に,時にあるひは奇蹟とも呼ばれやう《偉:大》が齎されてから二 

十年冃のことであった。

彼が如何にして「イタリイ語のやうに音樂的で，フランス語のやうに明快で,ギリシャ鉛の 

やうに完全な」（シャルル•リシェ）エスペラントと手を繫ぐに至ったか;扌ノれわれは明治35年ま. 

で遡らねばならぬ。 .

* *

年譜によれば，明治35キは二葉亭をして東京外國惡學校敎授の椅子を抛髓し，外遊の途に 

上らしめてゐる。すなはち,暫くは敎卓にかくれて《人物》の.煎陶に專念しつつあった彼では 

あったが,再び沸騰する東亞經營熱c實業熱）に堪えきれず，僚友，學生の勸吿，嘆願をも振 

りすてて，徳永商店顧問の名のもとに,勇噩任地住"binoに向ったのであった。

彼の全生涯に纏綿する此のŝtatisma fantomoは,惟へばそれは時代の生んだelegioでは 

なかったか。とはいへ彼の身には多年の猶志を現實に移し得た新生への旅立ちであったに違ひ 

ない。彼がまづ目指す新天地の關門Vladivostokoは曠葵たる大陸を背にして,彼の情熱に拍 

車をかけるべく待ってゐた;われわれは其處に彼の活躍振りを想ひ描くことができやう。

然るに，偶々同地の有力な實業家Postnikovが,同地のエスペラント協會々頭であったとい 

ふ平凡な條件が,お/しひもよらぬ幸運をエスペラントに與へることとなった，と謂ふのは:こ 
こでエスペラント括日本のもつ最も優オした頭腦のひとつと關聯をもつに至った,その連命的な 

出來事を指すのである。

ところで，英•獄語にも堪能な《ロシャ語の二葉亭》が,かかる新語を何故學習し始めたか, 

否始めねばならなかったか?

だが人はその理由を窥知すべく妙くとも困難ではないだらう。當時の彼にとっては固よりそ 

れは國際補助語必要の痛感から發するものでは無 <,彼の選んだ外交的手段ーー偏へに其の手 

段にしか過ぎなかったことは魅かである。後年彼自らこの間の事情を匂はしても居り,友人も 

また之を裏書きする言葉を遺してるる。

なほ,わたしはさきに「學習し始めた」と云ったが,學習とはいふものの，彼カ诵浦・餘 

日間にPostnikovから敎はったのは,纔かに唯alfabetoの訟み方にすぎなかった事を附け加 

へて置かふ。

彼が勞作「世界語」によって，Postnikovとの角約を果して,Majstro Zamenhofの期待に 

も副ひ得る爲めには爾來四春秋を待たなければならなかつた。

明治35年C1902）といへばエスペラントの種が地におろされて僅かに15年，稚芽が漸く 

成長のテムポを昂めはじめた時期に札當する。けれども未だその力は柬海の島帝國にまで抿を 

張り延ばすには足りなかった。カゝのBulonjoに闘はれた第一囘萬國エスペラント大會がシベ 

リヤ鐵道開通の翌年——1905年であったことを思へば,假令それが偶然事であったとはいへ, 

ここでも先驅&としての二葉亭を見出し得ないであら5か。

* *

明治39年¢1906年）10月の「女學世界」誌は二葉亭の談話筆記「エスペラントの話」を栽せ 

てゐる。此のesp-istoとして唯一の《聲明書》一は，「世界語」例言（序文）と共に,この 

語に對する彼の卓れた理解を物話るものとして貴震である。

この談話筆記に於いて，彼はその體驗を織り込みながら，エスペラントが國際語として如何 

に適當な言語であるかをVolapŭkとの比較において,巧みに，しかも可なり正鵠に解說しっ
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くしてゐる;Zamenhofの所謂《內的精神》には些かも觸れてゐないけれども... 〇

彼はエスペラントがその構成の上からは《自然語》であるといふ事に「自然的で無理が少い」 

といふ表現を與へ,「……かれこれ思ひ合せればエスペラントは或一部の人の想像するやうなユ 

• ートビャではない,旣にI比界の人から國際語として存在の價値あることを認められて現に應用 

されつつあるものだ」と斷定し,「發明後僅か二十年經つか經たぬ中に此通り弘まったのは,一方 

から言へば人間の交通が益々頻繁になって世界通月〔語わ必婪が切に感ぜられることを證據立て 

ると同時に，一方に於てはエスペラントなるものが此の需要を滿足する恰好の言語であること 

を證據立てる」ものだと云ひ,「こんな容易しい言語が世の中に又と有らうと思へぬ。さう容易 

しくてはを雜な思想は言顯せまいと思ふ人もあらうが，ところがそうでない。かの「世界語」 

の終りに載せた世界語旣刊書目を見ても分る力:，旣にシェークスビャのハムレットもエスペラ 

ントの魏譯になってゐる。ヂッケンスのクリスマス•キャロル氐翻譯になってゐる。ハイネ， 

ゲーテの詩も飜譯されてある。バイロンも,ブーシキンも,トルストイもシェンキーウィチも 

飜譯されてある，私が曾て刘心と署名して「四日間」といふガルシンのスケッチを反譯して豹小 

說に出したことがあるヵ1,あんなものまでもう反譯されてある。是は皆美文だが,哲學書にし 

てもライブニツのモナドロギイが反譯になってゐる位だから,凡そ今の人間の言語で旨顯す事 

は，どんな事でもエスペラントで言はれぬといふことはない，……私はエスペラントの將來に 

就いては大のオプチミストだ」と自信を披瀝し,ĴLつ躊躇するところなく云ひ放つ「必要は發 

明の母」であると。

如上の言說は一見なんの變哲もない至極《あたりまへ》のことに見えるし,又事實それに相 

違ないのだが,今日なほ!ingva fetiĉismoカ谍牆骨のやうに根强く殘存してゐる社會の實情 

を顧みれば,當時にあっての彼の言語に對する斯る觀念がどのやうに高い意義を冇ってゐたか， 

ノ、ツキリと知ることができやう〇

周知の如くエスペラントの歷史は,明治39年が日本エスペラント協會CNES並にJEA) 
の紀成,エス語學校の開設,第一囘口本エスペラント大會……等々の花朿に飾られた・懈的普 

及時代とも稱すべき現段階の最初の日であることを語って居り,この年に於けるエス語流行の 

燃烈さ,その曇風的躍進の姿は，此の一年間に斯語に關する8種の書籍が市場に現はれたとい 

ふ記錄がヨリ雄辯・•にヨリ端的に,這般の消息を傅へてゐると思ふ。

恰もかかる機運に際會して「世界語」が，いかに世の歡迎するところとなったかは,旬日な 

らずして3版を題り盡し,忽ち?-8版を币ねた事實，また翌8月5日には學究者の熱心な要宦 

に應へて，姉休篇「世界語讀本」を送り出してゐる事實を指摘すれば足りるであらう。但しこ 

の書の享けた非常の歡迎を，啻に《時潜》の然らしむる處とのみ思惟するならば，それはまさ 

に認識不足であり誤りである。

二葉亭が過去に步んだ言語における痛々しい-苦莖の道翟(身をもって理解した言語の本質), 

その天才的語學力と諛學敎授の豊富な総鑿;それらの總和の上に組立てられた「世界語」が， 

草創期てふ時代的な運命を背負ひっつも，なほ往時の「標準的研究書」小 二〉となったらう事 

は寧ろ當然といはねばなるまい。

近代日本文學の選ばれたるPioniro二葉亭四迷によって，この本邦エス史の黎明が聲髙く 

謁ひあげられたといふことは，意味深くも敎訓的な示唆を投げかけ,新たな感慨を以てわれわ 
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れの胸を搖り動かさずには措かない。

ーー「世界語」上梓前30年に當る昭和U年の春ーー

〔編者附記〕古いエスペラント書はザメンホフの所で毎號がついてゐた。Adresaro de la 
Esperantistoj, Serio XXIII, 1903 年刊の 4？ 頁に Novaj verkoj, kiuj eliris de Aprilo 1902 
ĝis Aprilo 1903としるしてN・ro152からN-ro190までのエス書の表が出てゐるがその中に

155. Hesegavo (kaj Postnikov), Lernolibro de Esperanto por Japonoj Cen preparado)

とでゝゐる。これが二葉亭の「世界語」である。此の表の中の他の本は大抵1903年4月迄 

に出版されたものであるがこの本は未刊0906年6月にやっと出たうではあるが旣に番號は 

155番として登錄されてゐたわけでこれはPostnikov力:ザメンホフに通知したのでザメンホ 

フも日本人CJaponojとなってゐる)用の書籍は宣傳上にもおもしろいと思って大變よろこび 

それで特に未刊ではあるが番號をつけたものと思ふ。日本ででたエス書で番號のついたのは恐 

らくこの本だけだろう。 上

私 の 經 驗

能勢淡二

古い時代にエスペラントを學習したと云ふ事は如何にもそれに相違ないのですが，其锲全く 

遠ざかって忘れてしまひ,此頃又改めて初等講習でも受けようかと思って居る私が,お歷々の 

エスペランチストの間に交って乏しい經驗を話すと云ふのは,全く舄说がましい話ですが,神 

戶の會の方からも憊々電話でお勸めを受けましたので，御返事を差上げる事にしました。

私が明治39年9月岡山の高等學校に入った頃，前年入學しながら原級に止まった爲私等と 

同クラスになった連中の中にTと云ふ男が居ました。まだ入學試驗を受けて居る時,試驗場の 

入口に固まって，不安な思ひに開始のベルを待って居た私等受驗生の前を,紋付の羽織を着て 

肩を怒らセ顎髯を貯へた兄漢が,握り太のステッキを持ち憧れの白練帽の汚れたのを阿彌陀に 

冠り，恰も我家の如き心易さで校庭の方へ濶步して疔くのを,羡望と畏敬の眼で私笔は見送っ 

たのでしたが，是が其Tでし4。Tはこんな男でしたが案外に優しい處があって大脅語學が好 

きで外國文學も讀んで居り，會話にも氣の利いた語を知って居るといふ工合でしたが，私に工 

スペラントの話をしてくれたのは此刃です。岡山の髙等學校には私等より前にガントレット氏 

が英語を敎へて居た书があって，舉比にエスペラントを鼓吹し，プリントを作って右志に敎へ 

られたのださうです。Tも英のプリントを持って居ましたので私に吳れました。で私は其ブリ 

ントや小さな猫!習旳——本の名は忘れましたが袖珍本で簡軍なもの----で研究しましたが丁度 

同クラスのMも強;習を始めたので夏休に各歸省した時などはエスペラントで通信をしたもの 

です。其內これでは物足りなくなってプリントにある宛名をたよりに外國の同好者と繪菓書の 

通信をはじめましたが佛闌西人が一人と英人が一人との葉書は今でも殘って居ます。處が其時 

の獨逸語の敎饰のシュミットと云ふのがエスペラント嫌ひで，エスペラントをやる時間がある 

位ならもっと獨逸語を勉强しろなど，攻擊もするし,又次第に獨逸語がむづかしくなって來た 

ので,いっとなしにエスペラントも中止して仕舞ったわけです。Mの外に有志もなく，Mも 

餘り熱心でなく,岡山の町にもエスペランチストの會合などな力ゝった樣でした。有ったとして 
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も極めて少數の同志だけだったと見えて一向氣が付きませんでした。こういふ環境の下にあっ 

て物好きに始めたエスペラントが永績するの,は中々困難と思ひます。

右の樣な次第て私のエスペラント舉習はエスペラントと云ふ川の洗れに一寸浮いて直ぐ消え 

て仕舞った小さな泡の樣なものです。ただ,今となってはあれから續けて居たならばと誠に殘 

念に思ひます。もし私の貧弱な經驗が若いエスペランチストに何等かの參考になる事がありと 

すれば「始めた以上は中絕して悔を後日にのこさぬ樣に」といふ一事で有りませう。

■

ザメンゴフの人間性禮讃

嗚海要吉

飢置きに,私の今のエス認への立場とでも言った樣なことを少し述べて見たいと思ひます。

エス語の存在の理由や,言語としての價値などがよく間題になるやうですが，私の今のエス 

ペラント語への心持，或は立場とでも申すものは,あの創建者たるザメンゴフ氏への親しみと 

でもいふもの，其れだけであります。ザメンゴフ氏の（明治40年頃に讀んだ小傅記に依るので 

すが）あの發明に至った徑路は,恰度吾々の心の一而をまざまざと見るやうな心持ちがするの 

です。どんな大事業でも結果から見れば，さう大して意味のあるものでは無いやうです。況し 

て,言葉とか文字とかいふものは，利用や結果から見れば何とも名狀することの出來ないもの 

のやうです。エスペラントが,後日どういふ事になるかなど考へて見ては,どんな人も迷はな 

い譯に行かないでせう。今日,例へば日本の漢字節減とか,メートル法とかいふやうに，實際 

問題的に考へて見る時には,それがどういふ結果になるかと問題にして見る時には,どんな人 

間も日和見にならない譯に行かないと同樣に,エスペラント語もやはり,實際からは判斷が六 

づかしいと思ひますが,それの創建者のその人間と，其の意志だけは厳として永久に葬られる 

ものでは無い譯です。ザメンゴフ氏の場合で見ると，あの一刻な考へぶりといふやうなものは, 

尊いとか値扌丁ちがあると言ふものではなく,つまり，吾々其のものだといふ氣がされるのです。 

一體,私は，藝術といふものに就いても,斯ういふ見解でばかりゐた爲めに,遂に，今日の如く, 

有名な作家といふやうなものにならずにゐる譯ですが,要するに私は,藝術といふものをも, 

此の通り一刻さといふ工合に見てゐる譯です。

以上を一括して申しますと，世間の人は,エス語を實用の點からばかり見るやうですが，私 

は,覆用よりも,それの意志の方を問題にして居る……と斯ういふ譯であります。

扱て,「他界語」といふ言葉は，明治31年頃,つまり私が16歳頃に,要助といふ私の少兄 

に聞きました。吐の少兄は私より11歳上でした。けれども，之はホンの一時の坐興的の話で 

あったので,別に問題にした譯ではあ、りません。

私ば其頃から,假名文字に憧れて,その頃平假名の横書きに1,2年，縱書きに又1,2年, 

總計4, 5年も假名書きをやりました。その書いたものが,文庫に2, 3杯も今に殘ってあり 

ます。

私があんまり物事を深く思念した關係と，生活の激動から，22-3歳の頃殆ど絕望して了ひ, 

何とか之の更生を圖らうと，乂復,言語方面に活路を求めてゐた頃に,二六新報かで,「堺枯川 

氏が入獄中に外國から來た手紙が，看守にも枯川氏にも解らないで手古摺った。それは何とか 

いふ便利な世界語であった……」といふやうな記事を見ました。その時私は，さういふもので, 
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私の精神的復活が得られはしないか?と漠然と考へました。

23歲（明治38年）の春，鄕电の肯森縣から上京して,島崎藤村先生の世話で田山孔袋氏の 

內書生に住み込みましたが,その時分の絕犁の心境から極度の神經衰弱に陷り,歸省し、こ靜養 

の上,24歲（明治39年）の春,帝森縣師範の講習科に入講しました。其の時,やはり二六新 

報の下段にエスペラント語の講授の載ってるのを見，それから，靑森市の書店を漁り求めて， 

長谷川辰之助C二葉享）氏の著はした澱習書2册に依って學びました。

25歲く明治40年）の春講習を終へ，同縣の尻尾燈臺のある半島の佐井といふ漁邑に小學敎 

員として赴任しました。確か其處で,日本エスペラント協會に普通會員として入會したと覺え 

てゐます。 ' - :

私は墓以前から我流の短歌を作って居り，其の赴任した頃

耶れもなく天つ旅路にはふるれば佐井の磯曲に鴨の群飛ぶ

憂ふ哉旨は時代と相容れず杜翁を慕ふ友が秘めごと

などいふとてつもない自己流の欧を靑森の新聞に載せてゐました。此の事が,所謂エスペラン 

ト受難に關係ありますかり一寸玆に揭げた譯でなります。——此の歌に依って,大塚甲山とい 

ふ當時の熱烈な詩人から手紙を貴ひ，それが緣故で通信で同让と交際しましたが,エス語をや 

ってることを私から通信したものだから,同氏は當人の理想の社會主義者と私を解したことが 

後で解りました。

同年の秋，佐井から,尻屋燈臺のある村の別字田代といふたった20戶ばかりの山村に赴任, 

そこで歌を口語法に改め，又一方エスペラントを熱心に學び,夏休みには,田名部といふ町に 

出て,小さな商店を借りて或晩宣傅演說をやりました。26歳の時です。

其の炭の冬に，學力補充講邂を受けて靑森市に行った場合に,協會の機胚誌で見た,懸賞工 

ス文和譯の當選者山圧鋤助といふ人を訪問しました。その人は,肺病で殆ど危篤の狀態に陷っ 

て居り,其處に御老母と令弟とか眈頭に居りました。其の令弟は今の肯森市の束奧日報社長山 

田金次郞氏です。斯ういふ奇遇もエス語に依ってあったといふことも一つの思ひ出でありま 

す。

此の年でしたかに,在京中の秋田烝雀君c同君とは竹馬の友であり，島崎先生に僕が同君を 

紹介したり,乂，島崎先生の所へ僕を同道して吳れたり，私とはいろいろ深い緣故がある）の 

所へ，久しぶりに通信し,エス語獨習のことを知らせてやると,同君から,賛成の意を洩らし 

自分（同君）もやらうかと思ってるとの返事がありました。之で思ふと,同君はまだ其頃は工 

ス語はやってゐなかったやうです。

私が,協會機關紙に，千布利雄氏のお世話で，世界のエス語同志と通信交換したいといふ小 

战吿を出して貰ったのも其の答でしたらう。

2?歲（明治42年）の春，北海道増毛に轉任し,此處で,各國からのエス語短信を盛んに受 

取りました。獨逸の何とかいふドクトルから日本着物一揃ひの値段照會などもありました。乂, 

同機關紙に見える工學士髙橋邦太郞氏に通信をして見たところ，やつぱり,私や秋田吾と同鄕 

黑石町出身の先輩であり,其の上 私の長兄慶太郞と年少時代の親友であったことが解りまし 

た。

28歳（明治43年）の春,堵毛より數十鱼北の苫前郡の原野,古丹別に轉任になり,そこで 

も,短歌とエス語をやってゐましたが,翌年,長男が生れ,それが百日咳に罹り霍態となった 

爲めに留萌町の病院に妻とも一緖に滞在してゐた時に,同町の署の刑事に尾行されたことが同
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宿の役場員から聞知しました。其の愛兒が間もなく死に，其の骨を携へて,古丹別に歸っで來 

ると,警官に屢々見錄はれ,エス語の書類を幾度も點檢されました。

29歲く明治44年うの4月に突如期間付休職の辭令を受け，永久に小學敎負から緣を絶つ 

ことになりました。然し，其の事情は,大塚甲山君が，東京で幣視廳に召喚された時に,私を 

釉揚のつ去りで,「エライ社會思想家だ」といふ意味を仄めかしたことに依るのだといふことが 

略ぼ明らかになりました。 "

私は，その翌年（大正元年）の!2月に上京しましたが》それ迄に，エスペラントへの熊度 

は大體劈頭に述べたやうな風に變って行き，短歌に關連せしめての實際運動としては,ロ ーマ 

字運動の方が適切だといふやうになり，其の方に力を注ぐこと.になりました。上京してから, 

ローマ字雜誌編輯や，ローマ字で,藝文を興すことに盡力しました。エスペラントは，元より 

反對ではないが,上述のやうな立場に於いての共嗚者といふやうになった次第であります。先 

づ止匕の邊で。（昭和口年5月21日）

ヴォラピュークよりエスベラントまで

ハ十六翁田鎖綱紀

エスペラントに就いて何か書けとの嚴令もだし難く，辻棲のあはぬ老の繰事をのべることと 

した。

借老t南校を中途にてぬけだしたのは明治5年の春英國から新進の化學博士デヴヰース氏が 

我政府の招聘に應じて來朝の日,于が恩師礦山學大博士ホッチタクタア・カ:ドフレー師の命に 

より客船オレゴーニャンにて橫濱に到着せるを出迎の爲め橫涼に至り,デヴヰース師を歡迎し 

て其頃横濱隨一の旅館グランド•ホテルに案內して同館唯一の客室に滯留することにした。

吉飯を共にせん爲休憩して居るとデ博士が印度在留の友人より贈以れた黑の小猫がデ博士の 

膝の上に安心顏に休息して居る處へホテルの黑白の斑點ある"猫が來りニャーン，ニャンと親 

しげにニャンゴトかを語り合ふ如く見えた。するとデ博士の口 く,「流石は日本は東洋の英國と 

云はるる如く猫まで英齧を解する」と當座の諧謔一番,予も亦之に施酬じて「イヤ然るに非らず 

貴國の猫まで主人について日本へ來られたので□本語を學んで來たものならん」とお互に諧謔 

の交換を試みたが,予はこの時猫より人閒の方が餘程不便に出來て居る,英人には英語佛人には 

佛語獨露亦然りで,そこでどこへ往ってもお互に通ずる言語が出來ねば交際上極めて不便であ 

る。博言學といふものさへある世の中に萬國共通の言語が出來ねばならぬ答であると考へた。 

予がヴォラビュークやエスペラントに志したのは蓋し此の動槌からである〇

明治18-9年であった。獨逸に48ヶ國語に精通したシュライエルといふ傅言學者が各國語 

中から一聲語を選拔して根話となし,其語尾に2個の文字を附記して名詞動詞その他の語を代 

表することとなし，例へばpenといふ英話にodの2字を加へてpenodとすれば書物とな 

りolの2字を加へてpenolとすれば書くといふ動詞になるが如き和織にして其の頃世界唯 

ーの簡便な言葉との事で舊知の和闌の博士ヘーデン氏に質問して其一班を學んで居た。急にへ 

-デン博士が歸國してしまったし又ヴォラビーク注仲間の間で意見の爾突がおこって隆盛を見 

ずして半途中絕の悲境に陷ってしまった。それで道憾ながら予も亦研究を中止した。

處が其後明治21-2年頃南核時代の學友であった長谷川若之助（雅笛二葉享四迷）氏が浦3!
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に在留して新世界語たるエスペラントを硏究中なることを新聞紙によって傳聞Lたので早速照 

會してその書籍かパンフレットを送って貰ふこととした。

其後一小パンフレットを友としてエスペラントの猛習を羁績して居たけれども,どゝも發 

音の止確と讀方の調子には如何とも仕方がない。誼んで聞かせる人も聽いて戏ふ人もないけれ 

ども又も辛抱して邂習を怠らずにゐた。ところが明治41年の夏期に重症に侵され,伊豆の修 

善寺溫泉に靜養し乍ら检習をつづけ，先づ漸く曲りなりにエス語を書くことと，瀆むことが些 

しく出來る樣になった或Hのこと溫泉に籠城中の兵站部に郃乏を來し沼津迄出掛けて副食物を 

求める爲，駿豆電車に便乘して三島まで來る途中，どの驛からか乘り込んだ洋裝の立派な外人 

夫婦があった，よく丈くみるとロシヤ人の風采が見えたので不遠慮に英語で話しかけロシャ人 

なら近くのポ-ランドでできたエス藉を試みる機會があらうと思ひ「私は貴國の領土內のポー 

ラン ドのワルソーのザメンホフと云ふ人が發明したエスペラントを習ってゐるが私の不完全な 

エス語をきいて下さいませんか」といふた處，先方は「エスペラントのことは新聞や涵誌で傅 

聞しては居たが私はまだ之に手をつけませんからエス語のお話は解し得ません」と.の答に大い 

に戶迷ひした。そこで「それでは蹲國公使館か施涼かにエス貉を解する御親友がありますなら 

ば何卒御紹介を願ひたい」とのべたら，「一人もしらぬ」との事に私は大いに失望した。發明の 

本家本元の霞國人で解する人が皆無だとの一端をきいて三度失望した。イヤ我々は輕率にな輕 

信したのは大いに不覺であった。シテ見ると我々が信ずる程有益なものではあるまい。是迄輕 

信•して硏究したのは實に徒勞であったと考へた。そのため孑は其後一と先エス語の硏究を怠る 

に至ったがまだ斷念はしなカゝった。ここで遭った外人はペトロコーフといふ人で後に公使にな 

ったとかきいた。

それから數年の後大正4年に京和に御大典が行はるるに際し鄕里の知事大津鱗平氏の懇篤な 

る翰旋によりこの無位無官の寒工が御大典を拜觀するの榮を得た。殊に大隈侯の秩書它たる山 

畸成藏君は態々予が辨天町の舊居を訪問せられ,大典の特別列車に便乘し得る特等の切符と, 

若干の旅費まで惠まれた。 *

幸ひにも其期ロに至り大禮使の列車に乘ると座席もゆたかに，多くの紳丄が一杯だ。予が老 

驢をねぎらはるると共に予に座席を與へられた。早速名刺を諸君にさし出すと,予の右は坪井 

九馬三曲士で左は中村精男博士，向ひは同鄕の田中館博士，その右は山脇博士御夫妻,其他は 

皆帝大の博士達ばかり，イヤハヤ寒生の此方は大いに面くらった。

汽車が進行をはじめてから，予輩も安座するを得たのでフト左方の中村博士の膝の上を見る 

と「ノバセンタ……」と云ふエス葫の書籍に目がついた。そこで予は博士にお尋ねした，「貴下 

はエスペラントを御硏究ですか……乂東京にエス語硏究のお集りでもありますか……」とお尋 

ねした處「東京の牛込の物理學校の中に我々有志の者が多く集って!週1,2巨宛互に硏究し 

て居ります,若し東京へお歸りになったら是非御來會下さい」との事,予は竇に大旱の雲霓的 

に大いにうれしかった，予は大いに感謝し必ず出席することを約して京都に向った。御大典を 

拜觀後若干の日時滯留して歸京した。それから間比なく年末に近づいたので雜事に追はれ竟に 

此年は中村精男博士のエス語會へ心ならずも出席することが出來なかった。

が翌大正5年の2月の紀元節に始めて物理學校のエス語會に出席することを得た。出席し 

た處，定めし少くも四五十人の來會者はあるものと徐想して居たところイヤハヤ漸く 6名! 

……實にだだっぴろい敎場な寂^寥々たるものであった。そこで予は先づ此協會會頭の奮囲を 

促したかったので直ちに中村博士に相談した。處が此會の會頭たりI林董伯は先年物故せられ
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たまま,今は副會頭たる中村博士が茨事萬端一人できりもりして居らるるので連動の餘裕もな 

いとの事であったから,然らば新舊會員2000名に近き人々に更に出席を督勵することは中村 

博士の責任とし新會員募集は予が及ばす乍ら奔走せんことを約した。その後は大いに予の友人 

間を・奔走して次囘の出席漸くは20餘名となり,會場は物理學校の外靑山の中川ドクトル翳院 

〇 2曙を借用し講師には京都の山,鬼氏に一任し, 一•方本鄕弓町に在住する舊門生淸水方に致場 

を設置し淺井氏に講師を托することとした。

然るに時期未だ到來ヒぬのか,靑山も本鄕の會場も亦漸く 6, 7人の來會者あるのみにして 

無會費なるにも拘らず,會員は一向増加せぬ。是は何でも財力製富なる貴族院連中か右閑財閥 

の諸君子を勸誘するに如ずと氣付いたので は單獨其團誘に着手することにした。

そこでその方面を酯け巡ったが，どこでも其事たるやよし,併しマ暇がないので出席は…… 

應分の寄附ならば……と云はるる方々が多かった。けれども予は武士は食はねど高楊枝と義摘 

金のことは一言も口に出さかった。

* * *

まだまだ書くことが多々ますます多い。例へば神iiiにおける大會，橫滾における速水氏の工 

ス語の大會,花月園に於ける園遊大會など又マニラ總督のヴゥシュ將軍の來棚など書きつづけ 

るとまだ10枚や20枚の原稿紙では書きつくせぬ。大會における高楠,黑板,藤岡，三宅諸 

博士の高話やエロシエンコやユンケル敎授等の髙話などいふ面白い話題もあれど迎もとてもー 

寸書きつくせぬ。又花月園における後藤敬三君や秋田雨雀君や予の卽Mの笑話など一々書きき 

れぬ。今以て文通をお互に斷たぬのは後藤,速水の兩君ばかりだ。いづれ又折があったら過去 

の思ひ出ばなしを申述べる時もあらう〇今回は餘りに長くなるからこの位で。

數々の思ひ出

山鹿泰治

ザ博上のお蔭で僕等の樣な學問にめぐまれない者でも或る程度まで智識階級に追從して行く 

事が出來るのは全くエス語を學んだ賜であった。明治末期の靑年の間に今R程眞而Hさがバカ 

にされなかった時代がもって,その頃僕に窮屈な官立中舉校と嚴酷な家庭から脫出して始めて 

ロ由に好きなものろ讀める出版屋(有樂吐)へ雇はれて,世界共通のエスペラントの亦在を知 

って朧氣ながらやがて此の言葉が自他に幸福を齎すであらうと直感した。これは明治40C1907) 
年2月頃のことである。間もなく黑板博士拒導の下にも樂社でひらかれたエス語講習に參加 

した。 f

爾來荷車を軌:きつつ，又使ひ走りの電車の中でいつもエクゼルツァー口と辭書を離さず，質 

疑は貯めて置いて,黑板博士，千布利雄,安孫f貞次郞の三氏に出逢ひがしらにイキナリ尋ね 

る事にしてゐた。

今日の樣に龛傷する程初學書の揃ってゐる時代とちがって一つ铤問にぶつかると却々解決出 

來なかった。エハガキ交換を始めると日本人は珍しいので來るは，來るは1ヶ月に100枚以上 

も來て月に1阖のお小遣を貰ってゐた傑はエハガキは誰かに貰ふにしても切手代が足りなくて 

困った。1年程の間に約!000枚程も美しいエノ、ガキが手に入った。その中から1人のポルト 

ガルの同志がマニラから遊びに來た。これを新檢驛頑に出迎へる段になってハッタと當惑した。
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エクゼルツァーロにはどこを見ても初對面の挨拶なんヵ出てゐない。先輩に相談してみたし, 

何でも向ふの言ふ通り言ってゐればいいだらうとの事だった。

綠星H當てにすぐ互に見付かったが先方は嘗て聞いた事のない早口でまくし立てるので却々 

太刀打は出來ない,でも銀座の柳の間を尾張町まで來た頃大分耳馴れて來て段々ハッキリわか 

る樣になって嬉しかった。これが明治42年0909）の夏の事。

其後4半世紀を經過した今日昔の僕の樣なエスペランチストは山の中へでも行かなくては見 

られまい。やっとどうにか手紙は書ける樣になったが,本が讚めないので苦しんだ。これは歐 

洲語の素養が丸で無い爲めいくら誼んでも怠屈するばかりで少しもわからない。所謂尺諛とい 

ふ樣な敎壇的な敎授を受けられなかったし，今日の樣な親切な對澤の講義の記事もなかった爲 

めであった。フラーゾは解るがパラグラーフォになってゐるともうピンと來ない。それで僕の 

能力は1〇年もの間エクゼルツァ-ロ程度で足踏みをしてゐた。

明治43年0910）に始めて日記を書いた。その前にもその後も□記はかいてゐない。この 

唯一の日記帳が手許に殘ってゐる。 し

その日記をみると2月16日に明治41年2月以來洋行屮だった黑板博士が歸朝早々冇樂 

社へ來られたことが次の如く書いてある。 ・

「黑岩涙香の「破天荒」を耽讀してゐる處へ「御兔」と呼ぶ・聲に玄關に出て見ると……黑板励 

士だ。3年越し待った先生のめでたい歸机を心から迎へた。竹四郞さんと話して歸られた。」 

又3月io日に黑板博士の輔眾歡迎曾が學士會であったこと。その日相談の結果黑板さんと 

高楠さんが欠而にたって千布さんと安孫子さんが幹事になり絶理事數名を選び毎月第1と第3 
木曜日を例會とし其夜は全部エス語のみを川ひるといふ事を決議したことが出てゐる。これは 

黑板博士洋行中の變態から博士の關胡を機として常態に復せしめ相當の變革を行ふことになっ 

たのである。4月7日の會合の時僕が協會の書記を仰せっかったと書いてある。

その時分僕はfanatika kristanoで救他軍の兵士として銀座小隊に质し夜每に銀座街頭の野 

戰で亡び行く靈魂の漁りに忙しかった。小隊長にエス語學習をすすめたこともその填のこと〇

6月15日の項に大英博覽會に際し有樂社から安孫子氏が洋行することになったので同氏の 

送別會が開かれたことがでてゐる。會頭林伯爵も出席された。

その年（1910）墓におしつまって協會が有樂社を引上げて一本立すべく內幸町に一軒の家を 

借りることになった。そして僕も同年末限り有樂社をやめて協會の事務所に移った。僕は二階 

に人り階下は日比彳ミ圖書館员の篠田君が老母と入られて留守居をしてもらふことになった。し 

かし僕は協會の財政の貧弱なことはしってゐるから翌44年1月から築地活版に入ることにな 

った。

これらのことは右の日記帳の年末の部分に出てゐる。多少の參考資料となると思ふから之に 

關係のある部分を次に拔萃してをく 〇

〔12月6日〕千布さんが,阪!根へ黑板さん等と雲助會の駕旅行に行った歸りだと言って立 

寄ろれた。來年から協會は有樂社から獨立して此の邊で10凰位の家を借りたい山。僕は來年 

から築地活版の歐文部へ入るつもりを話すと丁度Japana Esperantistoも其所で刷る事にな 

る筈だから好都合だと喜ばれた。

〔12月!6日〕黑板さんから電話。昨日僕が見付けて知らせた內幸町の12圓の2階家を借 

りる事にした由。2, 3日內に入る樣にしてくれとの事。

〔12月25日〕すぐ來いとの黑板さんの電話で行くと千布さんも來て協會の財産を車で持つ,
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て來たところだ。簿記机-・ら。書棚及外國雜誌皆で二階の六疊と三蠱へ運ぶ。ドは玄關二疊次 

の間四疊と臺所あり。火鉢は向ひの有樂社の中村さん所から借りて來た。看板を人口に打ち付 

けて終り。 1
〔12月28日〕黑Kさんの賴んだ日比谷圖書館員の篠田君と老fiiとが下に住む事になった・ 

僕は二階に居候。

〔12月31日〕有樂社の新年號の各雜誌の荷造り發送。新橋迄三囘重い荷車で運んで最後の 

事務を濟せてから有樂社は今日限りとして內幸町の協會へ僕の財產一と包を背負って勇んで去 

る〇

明治44年の夏に家事の都合で京都へ歸った。そして京都でも-一つエス運動に活を入れたら 

と思って協會の會員名簿から調べた1°°人あまりの京都及近郊在住の人々にハガキを出したが 

キレイに1通の返班も來なかったのにはあきれてしまった。それでこちらから出かけてゆくに 

限ると木島嘉一郞氏c木島樱御:伯の兄〕を訪間した所「エスペラントは變な思想の持主がや 

るのでいや氣がさしたのでやめてしまった」といふ返事でとりあってくれないのでとうとうも 

のにならなかった。

明治45年頃から僕は滿洲の方から支那の方へいってしまったので日本のエス連動とは遠ざ 

かつてしまった。

大正3年頃上海から上京して東京に居た。

ザメンホフ博士の計報をきいた大正6年には鄕里京都に居た。それで同地の新聞にザメンホ 

フの事を話したのが新聞に出た。竹內藤吉君力潯ねて來たのもこの新聞記事が役だったらしい。

翌大正7年¢1918）には日本語書きのエスペラントの鍵の樣な小册子を印刷發行した。

同年の暮かに東京の小坂氏から紹介のあった京都帝次降學部へ來た內野仙治君や竹內君等と 

相談の上京都のエスペラント運動の再興を計畫し京大敎授島文次郞博士を會長に依囑し大體の 

手筈がととのったが8年2月口分の身邊におこった突發事件のため計畫は一時虹挫してしま 

った。C併し8年暮頃から三髙生や內野氏等によって京都エス運動の再興が間もなくなしとげ 

られたことは後で知ったことであるが愉快である。;）

その後3年間は日本政府の食客となって暇ヵ:出來たので始めてフンダメンタ•クレストマティ 

ーオを數囘通讀してやっと文章に少L馴れた。

そこで1927年（:昭和2年）秋，上海より飛電あり。國立勞働大學世界裁敎師とL聘す,と 

言って來たのでジャパン・アドヴァタイザーの歐文工の實入りのよい職場をすてて之に赴いた。 

先般「皇軍」のためみごとにブチ毁されたあの上海郊外の汀灣聚前の大きな校舍がそれだ,易 

培基が校長で沈仲九が副校長,全支から集った男女靑年500人の學生。世界語は必習課目で提 

工每天三少時といふ規就だった。月謝は勿論一文もとらず，廣い瞬堂で和氣零々として革命指 

導者の卵逹が滿喫する光呆。熱匚、な㈱ぶりには寧ろ自分の資格足らざるを愧ぢた。何しろ南 

は罢南北は滿洲の奧からはせ集った人々の群で丸で發音が違ふので其の矯正に骨が折れた,L 
とNとが無差別な人やKとCとあべこべなのやがあって,ロ本人がLとRと混同する位のな 

まやさしいものではない。追々文法の說明に入ると盛んに黑板に漠文で早く書く必要が起り悲 

嗚を上げた。レクタ•メトードも試みたがその方が效果があった。彼等が最も要求する.のは譯よ 

りも耳に聽く正しい發音であった。

翌年,以前日本に來てゐた同志祝振綱が同大學の校翳になったので彼に依热して日本の運動 

•に復師した。
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此の前1914年C大正3年）には支那の先鋒たる師復が廣東を追はれてマカオへ更に上海へ 

機鱸と活字を携へて逃れ，男女十璽名で「ラ.ヴォーチョ•デ•ポポーロ」を出してゐた時,僕は 

大連發電所で他いてゐたが，束京からの通知でこれに馳せ加はり,エス欄"組版を加勢した事 

があった。その次,1922年（大正口年）には。君のために旅券を獲得すべく北京へ潜行して 

暫く北立大學第二院の學生に混って島から逐はれたエロセンコのロシア文學講義を聽いた。光 

彩陸離たる演壇にメクラがコール夭服を着て毎週2回エス語で2時間もプッ通しに講演をやる。 

それを巧みに通譯するのが自名な周作人だ。あの光景は乂と見られない印蚕的な圖であった。

もう僕も洗浪の生活に終をつげて何か白鳥の歌を貽したいと思って柄でもないが「マルユー 

ナ •マイ スト ロ」 と題して老子に手をつけてゐる。 .'

〔編者附記〕山鹿氏の上記ロ記中エス語に關係ある部分の拔萃と之に對する多少の競明が 

「エスペラント」誌1935年8, 9月號に發表されてゐる。

僕 の 思 出

何が僕をエスペランチストにしたか

磯 崎 巖

僕にエスペラントに關する思出を書けと要求して下さった編谊者に感謝する。自分の辿った 

道を振り返えり考える事は自分口身にとって一番必要な事だった。僕は今の與えられた機會を 

最も有意義にする爲に，蜀に過去の遇然の日附の羅列でなく，何が僕を必然にエスペランチス 

トにしたのか,その拔き差しならぬ因緣の必然性を突き止めて見たいのだ。僕は深く穿袋して 

見たいのだ。しかし今どこまで之れに成功するか覺束ない。却って讚む人をうんざりさせるに 

終るかも知れない。しかし,この方向えの努力の意義を諒として,不完全な試みを豫め宥るし 

て貨いたい。

C 1）
「自分は大きくなったら何になるんだらう?」之は自分乍ら解らない億劍な大きな問題であっ 

た。

「坊やは大きくなったら何になるの?」問には 私軍大將だい!」と答えれば大人は皆んな滿 

足して喜ぶのがえ跡だった。其の當時の日露戰爭のほとぼりが未ださめきっていな力つた。「二 

ッボン カッタ，ニッポンカッタ」とか「黑いシャツポに金筋入れて」とか戰爭臭い敲ばかり 

歌はされていた。だが英際「僕も大きくなつたら兵隊さんになる」等と£跡通りを繰返えす事 

は子供午ら最早や面はゆい感じがするようになった。自分の頭で考え，自分の力で主張しなけ 

ればならぬ氣がして來た。僕は幼少の頃から幸福な環境で,父母は慈愛深く渓達の自由を尊重 

した。僕は色々と頭を働せて見た。結局「百姓にならう」と答えるのだった。大人逹はあてが 

外れて「なあんだい,肥収さんになるの力ゝい,臭いな」などと嫌がらせを言った。こうして次 

第に何だか世間の大人達の希望する所と僕自身の成りたいものとの間には喰遠ひがある事が解 

って來た。やがて大人逹は「お前は理窟が達者だから卿護士になるといい」と言う。「なあに, 

僕は乞食の大將になるんだ。」とか「僕は仙人になってやらう。」等と主張する。「仙人?それ 

じゃ，あの瀨崎のおつつあんの樣になるのかい?」「ちがうよ!」「だって,あの瀨畸のねつつあ
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んはあれで仲々學問があって偉いんだよ」と人々は言うのであった。

その瀨崎のおつつあんとは其頃よく僕の家え書畫勺輦よどを持って來ては愉・決に談論してい 

た瀨崎逹衣郞ときう變り者の事だ。褪襖の彼布に汚れ切った烏打て飄伏と來 噩然と去った。 

彼は獨身者で町外れの陋屋に住み，風呂に入らずに川で垢を落すのだそうだ。其の彼が或日， 

僕の父や叔父逹とストープを圍んでしきりに氣焰を上げていた。慣から小さな本を人袈娑に取 

り出して,「えへん，世界語じゃ!エスペラント語じゃ,わしは必ずこいつを物にする。」導と言 

ひ乍ら,此の語の功徳を一席辯じ立ててゐた。叔父は「英語ではポストが世界語ではポシュト 

なんだな」と言ひ乍ら傍の事務用黑板に橫文字を書いて見たりしてゐた。これが僕の小舉4年 

生頃の事,大正2年前後だったかと思ふ。

C 2 ) ヽ

「世界語」とゆう•言葉が僕には不思議な艦力を持って響いた。元來，僕は「世界」なる物が好 

きだった。何故好きなのか知らなかったが,最近家財を片附けた鄕里の老父が「これは大切に 

しておけ」とガラクタの中から拾い上げて吳れたのは古い小さい地球儀だった。「これはお前が 

小さい時から持って遊んだおもちゃだ」と。成程,旨はれて見ると,僕は幼;寺からこんな物を 

愛するように敎育されて來たのだった。家業力驗出商品の製造だった關係もあろう。外國の書 

類等で見る自山の女神や，科學や技藝の神々を幼心にも大いに愛した。小さい時から世界地圖 

を拡げて見入ったり，靑空に浮ぶ白雲を世界のナ也圖だと言って眺め蓉らした。それに僕の子供 

の頃から世界のナ爾の上に注目すべき變化だ續々と起った。韓國が僦くなり,淸國が中華民因 

に變り,伊土戰爭やバルカン戰爭が續き，やがて歐洲大戰が起こった。支那の大革命の際，侯 

導の都市からも績々と留學生逹が歸國して行った。祖國の革命に馳せ加わったのだろうと,勇 

ましく賴もしく思った。伊土戰爭やバルカン戰爭では旗色の惡い方の國民の肩を持ち，力瘤を 

入れ乍ら新聞の海外電報を嚴み耽るようになった。圖書館え行って「世界列國の大勢」とゆう 

本を借覽しようとして館員に怒鳴られた，「これは子供の讀む本じゃない!」と。こうして何か 

彼か讀んでいる內に「どらも其の內に世界戰爭が始まりそうだな」とゆう氣配が感ぜられて來 

た。そんな話を學校の友逹と話していたら，その翌年歐洲戰爭が本當に勃發した。俟は豫感の 

適中にいささか得意だった。

血の氣の多い少年の心に歐洲戰亂が與えた衝擊は非常に大きかった。それはどうせ言葉に盡 

せないから，ここに述べる事を控える。要するに國聲問題えの關むが髙まった。而もありのま 

玄の現象を只を詳しくとゆう方向ではなく,世間の通り相場を一應吟味して一皮めくって見な 

ければ承知がならなかった。そして戰爭の慘虐を越えて理想的な世界を追及するようになった。

渓がエスペラントを學び始めたのは中學2年生の時，卽1916年頃だったと思うが始めて實 

際に使用して見たのは丁度ヴェルサイユの平和會議の直前であった。エスペラントを嚙じった 

計りの生兵法に,少年の茶氣も手傳って,平和會議の各國全權えエスペラント繪葉書を出した。 

文面は「平和を祝す。世界の民衆の幸福の爲奮勵されむことを希望す」位の內容だったと記憶 

する。その時ザメンホフえも葉書を出した。彼はもう死んでいた事を僕は知らなかったのだ。 

之等僕が始めて出したエスペラントの葉書に,たった一通ではあったが確實に返事が來た。そ 

れは當時のイタリー全權オルランド首相からであった。彼自身の寫眞入の質素な辅葉書に自署 

して,なほ數行何か書いてあった。そいつが僕には實は讀めなかった。一體エスペラント文な 

のかイタリー文字なのか。ともかく解らないまま,僕にとっては大いにエスペラントをやる激 

勵になったC ミ
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く 3 ）

「人工」とゆう事も亦たまらない程魅惑的である。物を作るとゆう事が少年の心にとって如何 

に歡喜であり，又感激であることか。僕も亦少年時代を通じて終始この「物を作りたい」衝動 

の沸騰にほとほと惱まされ乍らも喜び樂しんだのであった。飛彈のエの樣な家を自分で建てた 

いと思ったり,本式の石垣を築き城を作りたいと思って，手に餘る木材や石材を轉がし廻った 

ことがある。讓本に壬蠶のことがあれば蘊を飼って絹を織って見たくなる。刀鍛冶のことがあ 

れば刀が作って見たくなる。どうも少年の心理とゆうものは始末のわるいものである。次から 

次えと何物かを作りたくってむずむずするので氐った。その內にふと生きた人間を作りたくな 

った。而も美しい賢い優しい女の人を作りたくなった。倉本にある淸少納言や紫式部のような 

女を作りたくなった。つまり初戀だったかも知れない。左甚五郞の小車太夫が笑ひ出した位な 

ら,僕だって物を言う美人を作れないことはない筈だと大いに工夫した。小學牛•杠應に智惠を 

絞って,骨骼は膠質と血灰分から成っていると聞いて,膠と行灰とをこねて見たりした。無論. 

こんな事では生きた本當の美人は出來なかった。しかしこの情熱は決して消えなかった。せめ 

て物を言って吳れるお人形なりと作り上げたいと思って聲音の硏究などした。鏡を見午ら自分 

の聲音の分類表を作ったり,圖書館でアイウェオの出る笛の圖を捜し出したりした。そこで聲 

音の硏究の興味から鉛!洁の些嚮と汕煙紙とて錄音器を試作して見たりIた。

初め何だか鍊金術師のような隨分浪漫的な熱情で踏み出した事が結局は現實に存在し生活し 

ている我々人問の聲音及び言語を科學的に研究し意識的に邸琢し驅使Lなければならぬとゆう 

課題に辿り着いたようであった。

この心理的過程の・經過中エスペラントを學び始めた。そしてかの始末の惡い奔放な少年の熱 

情を次第にそれに注ぎ込んで行くようになった。

中學校え入って¢1915年）英語を習い始めたことは僕の思考に大きな影響を興えた。外國詰 

の學習とゆうことは頭腦の中え或る自然語を人工的に再製產することである。だから僕は敎室 

での英語の時間に,英語其物の習得よりも，習得過程英物，卽ち頭腦の中での言語の人工的再: 

製活動なるものに興味を感じたのであった。そして英語の助動詞と日本語の用言の活用例とに 

暗示を得て・ 一種の人工語を工夫するようになった。それは主として日本語を材・料として動詞 

の記根部分と語尾活用部分とを分割整理して,活用部分をすっかり規》J的な助動詞にしてしま 

おうと企てたのであった。

これは中學一年生の頃であった。其頃やはり同じクラスに似たようなことを考えている男が 

いた。彼の名は森田可好と言い,體格は小さいが頭の良いので聞こえていた。當年の受驗地獄 

を首席で突破した男だが，一面仲々飄輕者だった。他人が附けた綽名のチョリをそのままに楼 

狸の字を當てて號とし,得々としていた。彼は學業には餘裕綽々で餘技にも凝っていた。この 

男が又人工語のようなものを自分で勝手に考えかけていたようだ。嚴密には人工語とは言えな 

いかも知れぬが,とにかくアラビア數字と數學記號とを便って暗號文字のようなものを組立て 

ていた。彼と僕と時々こんな問題で話していた間に，或時彼は「エスペラントを硏究し始めた」 

ときって,僕にアルファペー卜28文字や文法の少々を敎えて吳れた。それから毎日少しづつ 

圖書館で見て來て敎えると約束した。これが中學2年生の初め頃だったと記憶する。1916年 

C大正5年）頃だろう。

C 4 >
僕が何故に言語に對して興味を特別に持つようになったかについて又色々深く考えて見なけ
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ればならぬ。言語に對する特殊な關心が育まれて行ったのも決してー-潮ータの事でもなく又單 

に偶然の出來事ではなかった箸だ。

僕等の小學校は岡山の場末にあったので,其頃の小學生達の言葉遣いには粗野な方言が少く 

なかった。先生逹はそれを標準語に直おす爲に特別に努力を拂っていた。例えば1年生に入っ 

たばかりの者は「ハイ」と應えないで「ヘイ」と返事をした。又自分の事を「僕」とゆう者は 

殆どなく「ウチ」「ワシ」「ワッチ」「ワッキ」等と言っていた。先生逹は標準語を浸透させる 

島言葉遗いのことをよく話題にしたが,仲々徹底するものではなかった。こんな環境にあり乍 

ら僕は前から自分を「僕」と呼ぶようにを慣射けられていた。これは父の工場の若い者等が面 

白がって僕に敎えたものらしい。しかしこの事は日常の談話に際し意識的努力を拂ってT殳の 

習慣を克服するという出業の端緒である。1人稱の稱呼につき一般の習慣を克眼しようとする 

努力は取りも直おさず自我の覺醒と緊密に關聯していると見る可きではあるまいか。國語の漂 

準語の意識的敎育の乘要なる便命は實にこうした眺 卽ち文明人としての自覺,或は國民と 

しての人格能覺醒等の道徳的意義が大切なのであるまいか。從ってエスペラントの修得は， 

阈際的,全人類的自我の自覺及訓練とゆう偉大な道徳的意義を持っていると言うことが理解さ 

れなければならないのだが,この重大な意戋を理解し體現し得る能力たる人格的覺龊の端緒は 

實に幼少の頃受けた敎育,卽ち正しい言愿遣いえの自覺的努力によって獲られたのではあるま 

いか。 ・. . <

他と區別して自我を喚び覺まされた僕1, 淋い、思いを1たり，苦しい思いをし乍ら次第 

に成長して來た。實はこの事についてこそ詳細に色々書かなければならないのだが餘りに大き 

い問題であるから今は略す。 ,

外國語に對する關心は如何にして發逹したか。僕が口,2决の或る日の事であった。父は飴 

を賣りに來た朝鮮の人を呼び入れて,「诩鮮の文字を子供に敎えてやって吳れ」と吕って半紙に 

搭文を書かせて僕に吳れた。この小さい出來事は僥の頭に何とはなしに，日本語以外の言語の 

存在に對する敬意と親愛の情を育くんだ。中畏に入った年,英語なるー・外网晤を習い始め乍ら 

ぢえた。「朝鮮の人達は自國語の外に日本詰とゆう外國語を學ばされているのだ。若い】韓併合 

力;眞に言藥通り併合であって併吞でないのなら日本人には必ず朝鮮語を學ばせなければならぬ 

ではないか。僥はともかく朝鮮の言葫及び朝鮮の文化を學び,翔鮮の人々の爲役立ちたい」と。 

そして獨習書によってこの語を勉强し始めた。しかL孤立した僕の能力では流習の困難を突破 

する事が出來ず休止しなければならなかった。言諮に對する關心は諸民族，特に少數民族に對 

する親愛の情と共に次第に成長した。圖边館に通い，世界地理や人類學や言語學の書物を就み 

漁るようになった。中學校の敎科口中に人類學が無いことは甚だ手落ちではないかと感ずるよ 

うになった。民族間の正義の觀念は段々成長して來た。諸民族に對する敬愛の情は,夫々の文 

化を购り度い心となり，朝鮮語や蒙占語の本を繙いて眺め入ったのであるが,とても之等の諸 

或語を平等に習得し切れない矛百に責め苛まれた。そして兼々聞き及ぶ平易な世界語エスペラ 

ントを必ず物にしたいと思うようになって彳亍った。誓文拂と呼ばれる商底街の棚ざらえの大賣 

出の□,一書店の店頭でよりどり1〇錢の見切り本の中に1册エスペラントの獨案內を見出し 

た。しかしその金が廡くて買えなかった。森田の榕狸力:圖き館で讚んて來ては敎えて吳れるよ 

うになった。その種本は大正4年の「中學M界」の黑扱轉士の書いたエスペラント講義だった。 

傑も直接圖書館えそれを寫1に行った。それから叔父が持って居た東京外國詰學校內の題冬協 

、會の「語學」（明治39年刊〕誌上のエスペラント講義を借りて・寫しかけた。なんのわけはあるま 
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いと高を括っていたがさて「再歸代名詞」だとか「汎稱代名詞」だとか文法上の紙語が當時の 

僕の頭では仲々吞み込めなかった。この講義の筆者は人杉榮だった。しかし大杉が何者であち 

かは其の頃黛は知らなかった。それから岡山の縣立と市立の兩圖書館で色々エスペラントの本 

を冇りったけ借りて見た。ガントレット・丸山順太郞共蓍「世界語」や村本逹三氏著編の英文 

のA Short Vocabulary,オーコンノ ールの英文エスペラント敎科書，英他黑板,演田，安孫子,. 

氏共著のエス和字典等があった。この中には自殺した變り者の岡山醫專敎授高橋氏の寄贈した 

ものなどあった。圖書範えー々見に見くのも大變だし,どうしても自分で常1册手元に持ちた 

いと思って，「世界語」の印刷發行所村本研精堂を搜がして訪ねて行った。しかL店の人が出て 

來て,「そんなものはありませんね」とすげなく追い拂われた。それから岡山中の古本屋新本屋 

を片つ端から漁って步いた。何處にもエスペラントの本は無かった。只1ヶ所，お城下の或る 

古本屋で，おやじが「要るのは難かしい證物ですか入門書ですか」ときき乍ら,棚から1册厚 

い靑い表紙の本を取り出してペラペラと讀んだ。「僕は入門書が欲しんだ」「それは有りません」' 

で仕方なく僕は出て歸えった。後で聞いたのだがこの古本屋のおやじは當年の社會主義者で, 

親譴りの囚地を賣り拂って岡山え出て古本屋を始め,社會蓮動に關與し 後姬珞で露店鬲人の 

元締となり,東京に出て堺枯川等とも親しくし 露店商人の團體神皇會を組織した男だとか。 

名前は石原伊之助と力、いった。

結局エスペラントの本を町で手に入れる事は出來なかった。圖書館で讀んだり寫したりする 

外はなかった。そして莹灣で出版された赤い表紙の堂々たる「組織硏究エスペラント講習書」 

によってこっこつと勉强し始めた。この本は解•りょくて愉快だった。それに僕自身も文法を讀 

みこなす力が出來て來たのだろう。非常に樂しく氣持よく熬み續けた。後年エスペラント界の 

名物男となった須々木要君の如きも圖書館で僕が之を讀んでいるのをのぞき込み午以「エスペ 

ラントとは何處にある風ですか」と旅而目に訊いたものだ。一般に中學主共が皆上級學校えの 

受驗勉强に沒頭しているのが僕には精の種だった。又學校當局が受驗準備を授業の中心課題に 

していることが憤慨にたえなかった。僕はそこで色々と敎育學の本や哲學や心理'・學の木などを 

讀んでは現實に自分逹が受けている敎育をこっぴどぐ批判しようと・努力した。そして敎室で敎 

師と險々論爭するようになった。外か以自己え注ぎ込まれる敎育とは全然別に,自分が自分の 

意志で擇んだ科目を硏究し進むことは如何に爽快なものであったか。この感激をエスペラント 

を獨習する中に滿喫した。その頃说んだ敎育鬆係の書物の中に「早敎育と天才」と言うのがあ 

る。この中に幼い少女エスペランチストたるヰニブレッド•ストーナーさんがエスペラントで 

「務鳥の母さん」とゆう長し詩を作るところや，昌髮の老エスペランチストと流詭に會话して 

並居る人々を感心させるところなどかあった。これは大いに從の意を强くした。

その內に例の「エスペラント講習書」の卷末の紹介を見て,橫須賀エスベラント會え人會を 

申込んだ。僕は餘っぽど頗馬なけちん坊だったと見える。澤山のエスペラント會の名の中で横 

須賀のが•番會費が安く雜誌も吳ね親切に指璋して吳れるように思われたからだ。返事は仲々 

來なかった。戀文を初めて出した時の標に心乘で郵便屋さんの來る時間を每日待ち佗びた。戀 

文の逆事(まやっと屆いた。それは小林茂き氏からだった。橫須賀エスペラント會の舊事務所小 

坂狷二氏の住所宛の僕の集書は澤山の附箋がついて，やつと小林茂舌氏の許に屆いたのだそう 

だ。小林氏は親切に自分の「ロ本エスペラント」(Japana Esperantisto)誌を讓って吳れ，束 

京の日本エスペラント協會え人會することを勸めて吳れた。この返爭は大いに僕をカ附けた。 

そろそろ僅かな金の工面をして協會え入ることにした。世界語書院え出した問合せには遂に返
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事が來なかった。それから山鹿泰治氏の作った「エスベラントの鍵」や「エクゼルツァー□」等 

を幾册か纏めて取寄せ同級生の山田貞元君其他數人に頒って，互に硏究する事を始めた。「大成 

エスペラント和譯茄典」や千布利船氏の「エスペラント全程」などを取寄せた。之等が着いた 

時は非笊に嬉しかった。喘書の紙面の一字 字が生き生きと光り輝い'こいるように見えた。こ 

の琳書を賈う爲の金を蓄める事は其頃の僥には一苦勞だった。親父は僕がエスペラントを勉强 

する事など賛成でなかった。學校で必要な物以外を買うには却々金が賁わえなかった。僕は修 

學旅行の小遣錢を斷然一文も使はないことにして溜めた。そしてやっとエスペラントの本を少 

し許り買ったのだ。僕は聂初は內證で學習した。其後，商工省關係で出ている「商工時报」に 

國際商菜語協會の記事が出たのを見て父はやっと「お前がと5とう勝ったね」と言った。

(5 )

rsiuや「エクゼルツアー 口」 を少し纏めて取寄ぜて屁級の二三名と相互に研究を始めたのは

もう大正8年頃だったろうか。「日本エスペラント」誌の第6囘日本エスペラント大會の記專 

は僥を鼓舞した。僕逹も何だか小こい乍らも祝祭を持って見たい氣がした。そこで,コッブに 

綠色の塗料で小さな綠星を描いたものを作り，友人とサイダーを飮み乾した。

英の翌年岡山エスペラント會が創立された。當時岡山にいた千布氏を中心とした集りを持つ 

•た。僕は千布氏に「エスペラントはどうも英語のようになだらかに發音出來ないのではありま 

せんか」と聞いた。氏は「熟練すればなだらかに發音されます」と答えた。實專に始めて流麗 

明快なエスペラントの談話を直接耳にすることが出來たのはそれから間もなく岡山エスペラン 

ト會を訪れた高橋邦太郞氏によってである。高橋氏は其頃岡山縣の勝山の水電工事に來て居た。 

高攥氏の歡迎のささやかな會合で氏の美くしい發音のエスペラントに感心して,僕も立ち上っ 

てエスペラントで喋ろうとした。然しまごついて碌に話せなかった。だが人の話はよく解った。

これが僕の初めてのエスベラントの演說及び會語の經驗だ。

其れより前僕の叔父も亦エスペラントの學習を始めた。彼はブリティシュ•エスペランチス 

トを購资し,英國から色々のエスペラント書籍を取寄せた。文典や,需典や,商用文例集や， 

妥習書等だった。その中僕はマーガレットとかの著「エスペラント•マニュエル」を讀んだ。 

その內に大阪の僕の從兄逹去エスペラントをやり始め高尾亮雄氏等と交涉を持つようになっ

ブこ。 ; < -〜扁

Jt頃夷はエスペラントの事を色々知りたくって,叔父のネルソン百科踏典て搜がした所,ユ 

ニウ•アーサル・ランゲーチの項にだったかに何だか得體の知れない人工語の文法が比較的詳し 

く出ていた。僕の覺束ない英語で讀みながら「ハテ,變だな,エスペラントの文法とはだいぶ 

違うようだ」と當惑した。それゲオラビュックの文法であった。

；・ゝ・'- (6) ヽ

幾年か遭わな力、った漱崎老がひよっこりと僕を訪ねて來た。僕がエスペラントをやっている 

ことを傅え聞いたのだ。彼は不器用な調子で「ホー•ミーア•カーラ」と呼び掛けた。之は恐ち 

く多年エスペラントを勉强した彼が始めて口に出したエスペラント語であらう〇彼は口分が工 

スペラントをやり始ちた當時の狀態について語った。「わしがエスペラントを始めようと思ひ 

立った日,實は岡山の利巧な偉い人達に相談して見た。右名な山陽女學校長神代女史にも相談 

したら『おやめなさい,おやめなさい。私は以就!やって見ましたが今はやる人もありません』 

と言った。其他わしが相談した三人が三人，『やめとけ,やめとけ，あれはもう流行って濟んだ 

■のだ』と言つて反對した。そこでわしは斷乎としてエスペラントの勉强をやり始めることに決 
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心した」と語って大いに笑った。 •

さて,振逆えって見るのに,僕のエスペラントの學習の最初の記憶に上る人物は何と一風變 

った連中か多い事加。瀨崎老も數奇な運命を辿った。森田槎狸は髙等學校の中途から新聞記者 

になり,その後行方が解为ない。或は自殺したのではあるまいかと友人逹］ま心配している。岡 

書館にあったエスペラント書の寄贈者高橋醫卑敎授は當年或る芙人に熱烈に惚れて巷に感動を 

捲き起こした男だった。風變りな勉强家でラテン語の文法の遺著などもあるが,何故だか自殺 

して終った。石原伊之换氏ハ經歴も仲々波瀾少しとは旨えない。村本硏構堂主人,も事業の事等 

で餘程心身を勞されたらしい。無論順謝な人も無いではないが槪して何だヵ畸人傅で氐繙く思 

いがする。エスペラント界では口本のニュルンベルヒと言われる岡山に於けるエスペラントの 

事菜も,日本全體の運動の退淞期には催かに變人畸人によって法燈が繼がれていたのであろう 

か。或はロムブローゾの言うように,これ以常人と異る連中が何か特に銳い精神をもっていて 

文化の爲に一役果たしたのであろう力、。犬正9年には两山エスペラント會が出來，大正!2年 

には岡山に日本エスペラント大會が開かれた程連動は其後急速に進出した。僕は敢えて變人畸 

人を視讃するものではない。寧ろ莫の反對に，エスペラントの事業は,健全な玲瓏たる完全な 

人格の創造の事業でなければならぬと信じている。それにも拘らず，自然の計らいは,變人畸 

人にさえも意義ある文化的役割を果たさせて吳れたと言5點に泌々と喜こびを感じ,僕自身持 

て餘ましている自分の心身の弱磐や變質に對し煩惱卽菩提と逹親し大いに大勇猛心を振起する 

のである。

C 7 ）

大切なことを猶お附け加えなければならぬ。それは紳濟及產業の問題と關聯してエスペラン 

卜を考えた事だ。僕の家は實業家だった。幼少の頃から住んでいた所は工場の一隅だつた。産 

業妁な環境て僕よ成長した。中學校え入ってからも僕はよく經濟問題を扱って作文など書いた。 

それだのに轉任して來た校長は士族の出だったのかも知れない。「この地方の靑年は勘定高くて 

いけない」等と言って經濟置題を輕侮した。僕は非割に不服だった。それで生れて始めて演說 

をやった際「金錢間題を論ず」と題を揭げて此の問題の觅耍さを强調しようと試みた。その後, 

歐洲戰亂中の經濟界の大鹫動で，父の工場内部も騷然として來た。僕は勞慟問題や工場管理法 

等につき勉强L出した。理想'社會の問題・〉考えるようになった。能率増進の本も讀んだ。これ 

等の智識や論法によって,エスペラントの勉强に合理的意義を發見するようになった。僕にと 

ってはエスペラントは決して平易な便利な交通手段としての便宜上のものでなく,合理的な必 

然性をもったものとなった。

要するに,僕は少年時代,自分の現實の生活に關聯して敎育及產業の問題の批判を行はなけ 

才しばならなかった。そしてこの批判の序曲として思考及び言詰批判の問題に逢着した。僕刁工 

スペラントの勉强はかかる意義を持つものであったと思はれる。これが僕め思考の鵲制及發畏 

史に於けるエスペラントのナ也位である。

〔編者附記〕磯奇擁氏ま7:遞か發明家として有名な磯请眠龜翁の孫に當る人。上述の如く叔 

父磯临融'（や人阪在住の從兄弟淸海,捨刃,眞澄氏等の人々（この人々は周・尾亮雄氏主宰の少阈 

民新聞祉の隣に住ってをった）も熱心にエス語を學ばれたといふことで一族がエス語をやった 

ことになる。 • • • 「 •"厂負*:;

しかも磯時氏と麗山縣岡山中學（現岡山一中）の同期C大正4年入學〉には同氏の導きで手 

ほどきをうけた上述の山山貞元氏（後に富山藥專にエス會をつくり又北陸エス聯盟等に活躍さ
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れ乂現在東京藥學エス界の元老株）や森田氏の外に後年我國エス語界に於て活躍し名聲をはせ 

た吉永義光,尾坂政男,柴!11潤一,須々木要氏等が輩出したといふことは興味ふかいものがある。 

これらの人々は犬體大正9年頃から學習された人々であるが吉永氏は岡山エス會のため働き尾 

坂氏と柴吐氏は後年岡山翳大エス會の創立につくされ，又須々木氏は六高をへて東大在學中東 

京にて活躍され現在米國テキサス州に居る。尾坂氏は軍瞳になり 财滿洲に居られ柴田氏は學 

校卒業後東京その他の地にあってカブリ-ツァ•カブリートゝ神經學，プシコ，レヴォ•クルト 

ゥーラ等々のエス雜誌を出されたこともあり目下今治の腦病院長をやってをられる由。

とにかく活氣移溢・た大正後期のエス運動界にあって満然頭角をぬくエス界の巨星が同一中 

學同期生の中からかくな多數に輩出したことは珍しいことであるが之は中學詩代に磯:奇氏が極 

を蒔かれたことに原因するといっても過言でないと思ふ。磯崎氏は伊東三郞,伊井迂等の雅號 

によってちノまりにも有名である。

名古屋芒エスペラント

弘山 田

毘初わエス語硏穽者とその動靜 明治39年日本エスペラント協會が出來た時分,協會々员 

の中には名古屋市在住者で赤脚,祐澤氏筹數苦の名前がでてゐる。之等先輩の現在の住所を探 

査して會;淡しそのエス;£5研究の動機,硏究期間,用書等につき聞くことをえたならば貴重なる 

記錄となると考へその調査に着手したが,何分30年前の邸であり豫想以上の困難に逍遇し探 

査して得た結果は僅少なる收穫に過ぎなかった事を遺憾に思ふ。

赤鹽精氏（催眠術治療を職とす。和泉町。20年前約5^歲の時,關東方面に轉居。） 

梅澤岩吉氏（東京外語出比 富澤町。有名な階樂享料亭の主人にして現洋酒食料品大卸問屋

梅澤介/會社の创立者。20年前45歲にて逝去）。

長谷川氏（市立名古屋商業在學中エス語硏究。!7, 8年前32歳で逝去。）

吉田しな氏（城會誌には女學生とあり, 下長者町には吉田姓はさj家吉田 院一軒のみあり,

されど同家では同女存在を否定。）

加藤氏C當時學上。10年前逝去せられし質屋を業とせし人?）

飛鳥井孝太郞氏C加賀生れ藏怕高工卒。森时組〔後に日本陶燥抹式會社と改稱し世界陶茱界 

に君臨〕の技師長として數回洋行。多額の退職金を後輩部ドに分配せし痛快見。名古屋陶器株 

式會社の創立屆硬复疑の元祖。7, 8年前に約60歲にて逝去。遗族粟京へ移住。1
大久保友三氏く現在白川町に在住しラヂオ簡店主。49歳。讀寶新聞にてエス語を知り東京 

より硏究書〔不明〕取寄せ獨習。硏究困邂にて刺戟なく暫時にして中止。）

杉本四郞氏（現在黑門町に生存し61炭。士官學校より初期の近衞電信隊に入り公務中負傷 

し陸軍人尉で退蹴歸名〔29炭の時:）後,雜誌太陽或ひは科學世界〔又は犬慘紙〕でエス語の存 

在を知り,電信隊勤務中に英佛獨語の研究で苦しめられた經驗から國際語の必要を痛感し東京 

より長谷川二菓亭著「世界語」次いで同「世界語讀本」等を垠寄せ約2ヶ年研究外國人より工 

ス文手紙を爱取り返信された事もある由。辭齊なく研究困難，又,刺戟なく同氏の研究は中絕。

最近,同工を訪問した後,2囘迄も拙宅を訪問昔を語り今口のエス語につき聞かれた。） 

其他の協會員は全く手がかりなし。
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協會々員ではなかったが, 《

金了白夢氏C牧師にして有名な社會敎育家又，哲學者として名あり,後に1922年頃我々が 

本格的にエス語運動の準備中當時，我々に味方し反對論を壓える爭に進んで助力されし同氏も 

同時代に二察亭の「世界话瑕本」にてエス語を一寸覗いた事があると述べられた事がある。）

以上私が最近あふ事のできた三氏の言を綜合考察するに當時の名古屋にエス運動の起りし事 

なく單にizolitaj membrojとして存在してゐたに過ぎないと思はれる。

黑板悼士と世界語講演 その後數年にして黑板博士等が名古屋の市會議事堂で世界語エスベ 

ラントの講演會を開かれたとこふことで,その時，私の们父が世界語に關し始めて開いたが， 

聽衆は300名內外であったと最近私に話してくれた。學會でJapana Esperantistoを調べて 

もわったが，それに關する記事は何もなく，明治44年4月に出た第6卷第1號に 

「黑板博上は咋年8月裒休に岡山，廣島,長府，熊木,鹿兒島等を宣傳して廻ったが本年は東 

海道より滋賀,京都地方へ遊炭にでられる」c犬要）といった風な豫吿が出でゐるとの事であ 

るから，これは明治44年の夏のことではないかと思ふ。その時分の新聞でも調べてみたいと 

思ってゐる。

名古屋に於ける最初わエス語運動 その後名古屋にエスペラントの會や連動が起ったかを調 

査したいと希望してゐたのであるが希犁せる史料調査の緒も見出し得ず谡月は去ったが本年4 
月學會所藏の協會機關誌Japana Esperantisto誌全部〔明治39年から大正8年迄 途中 

大正1-2年は休刊）を調べてもらった所,次の記事が見つかった。卽ち同誌第1〇年第4號 

〇ヾ正4年4月25 H發庁）には「名古屋エスペラント會の設立］と題して

「名古屋市に於ける同志は本月4日標題の會を設立し，一方エスペラントの無料敎授を開始し 

旣に研究會貝12名ありと,同地の橫片憲太郞氏より通信あり。」と書かれてゐるが次號（5月 

25日發行）には,「名古屋エス語會」と題し「前號所報名古屋エスペラント會設立孤料通信敎授開 

始云々の件は恐らく僞報ならんとの說臥り,負僞調査の上追て確報すべ1。」と訂正され，その 

後の誌上に確報なるものが見當らず,橫丼氏の住所も出てゐないとの返事で，これ以上の調査 

は不可能とあきらめてゐた所,5月10日に學會の岡本氏の努力により學會書庫より幹事橫井 

;転太郞と記入された名古屋エス協會機關誌の創刊號を見つけたといふ意味の書信と，同誌所載 

の橫井氏の住所を通報せられたので意を强くして調査に乘り出した。

橫井憲太郞氏は，現在南大津町2丁目松坂屋前にて主としてクリスト敎關係の書類を取扱ひ 

别に出版印刷工場を持つ一粒社書店々主で本年39歲,多忙なる時間を割き快よく小生の質問 

に答へられた所を綜佥すれば,

同氏は!7歳の中學生特代（;大正3年，1914年）に英國の或る文通俱樂部〔會名不詳）の 

會员であったが，その文通の友なる英國人から英文さきのパンフレットを送られエス語の存在 

を知りBritish Esperanto Associationからエス文書帛を種々取寄せ一人で熱むに研究された〇 

大正4年，大正天皇御人典を祝して名古屋エスペラント協會（エス名Nagoja Esperantista
Societoう創立の宣言ビラ約2000枚を印刷し名古屋市立商業その他主として學上方面に働き 

かけ,高柳天（今は故人）その他で同商業に約!〇人他に2名計12名程の學生同志を獲得し

每月1囘例會C3囘繼績）又,毎週約1囘橫井氏宅で,同氏指導の下に謄寫刷テキストで

Ĉambro （チャン〔支那〕風呂）尊と記憶に便なる樣苫心して敎授をなし每［0 6, ?名の出席者

があったとの事で,同會機關誌“La Mondo de Esperanto『Ĉ和名,エス語セカイ）』も5,
も7月合併號として，7月に謄寫版刷で第1號C牛紙〕儿Iツ切判）を亵行し笫2號，第3號
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C共に菊版エス文4頁，當時伊倉町にあった一誡社で活版印刷。現在同氏宅に一部もなし）迄 

出し黑板博士來名の折に同博士の希望にて名古屋ホテルで面會，勇氣づけられ高橋,小坂, 

井の我國ノノ諸先輩とも文通したと話さる。その後,大正4年9月，よき共働の友であり出資 

後援を引受けてをられた岡崎久太郞氏（當時縣立・中學生，現在は映藍興業岡崎商會主にして 

金輝館及び中央館主）が慶應の理濟科人學のため上京されたためと，一方宣傅に訪問せし新聞 

社或ひは學校敎師等の無理解と一般人の嘲笑に氣をくさらし,戈キリスト敎信仰に熱を昂めて 

自身遊學上京したためエス語の研究及び運動から遠ざかってしまったと述侵された。現在は宗 

敎硏究に便ならしむべくギリシア語の獨習書などの出版に力を入れて居われるが，エス語聖書 

も寳って居られ國際語に對し多大の關心を持って居られる。橫井氏によって芽生え初めし當市 

エス語運動が斯くして中斷の連命に落ちた事を名古屋エスペラント史の上に惜しく思ふ。

ついで同誌第13卷笫10號〔大正7年10月號）にはエス文で「第八髙等學校學生三戶 

章方氏が同枚生の間にエス語の宣傅を初めエス會の設世を企ててゐる。我運動は輝かしい將來 

を約してゐる。」といった意味の記事が出てゐると。併しその後これについての續報のない所を 

見ると,どの程度の宣傅だったが全く不明である。

その後の名古屋エス語運動は 當市最初のエス語運動が.橫JF氏によって族上げせられ,そ 

の後勿く中絕の運命に落ち入った事は前項記載の如くであるが，その後の協會末期時代から學 

會初期時代に亘って名占屋にもエス語を舉習してゐた人は皆無でな力、った出は云ふ迄もない。.

唯,團體的に宜傳したりお互ひに學習を援け合ふといふ事がなかったから本格的の研究が出 

來ず,その硏究も永續きしな力ゝったと見るべきであらう。

大正10年の秋頃,則ち協會が學會に變ってから第3年目に石黑修氏によって，とてもenergia 
なエス運動が起されたのである。今日迄 どうにか永續きを保って來た名古屋の本格的運動の 

準備期とも云ふべき時代に，勿;論エス語のため苦闘を捧げた先郢:鬪士橫片・氏については何も知 

わなかった自分が何うしてエス語を知り,これを學ばうとしたか,又,當市エス語連動再興の 

直前に雄々しくも活動を績けられし石黑氏に關し自分の記憶せる範圍で以下に少し述べる事を 
許して戴きたい。， ’：苹嚼

石黑氏と山田とエス語 私は,大止6年（1917年）中學の3年主の時,當時金澤市にあっ 

たHCE俱樂部と呼ぶ內外人通信交換の俱樂部に入會した。同會の睜部はエスペランチストだ 

ったので,その當時旣"卓關誌・、Bulteno de H. C. E.とエス語で呼び,時折り顧問髙橋邦 

太郞氏（當時在廣島）のエス語宣傳記事や幹事淺井惠倫氏（當時東京に在學中）のエス文の手 

紙の文例などが揭載されてゐたので，私も初めてエス語の存在を知り又,その誌上廣吿に依っ 

て日本エス協會やUEAの存在を氣づいてゐた。然し英語こそ國際的役割を持つものだと學校 

で敎育され英文小說の原書などを字引と许ツ引きで嚙ってゐた當時の私にはエス語は物好きな 

連中が英語とローマ字の中間的なものを作り暗號代りに使用してゐる位にしか見えなかったの 

でHCE俱樂部が會員名簿錄や同會々規や會報の短文にエス文を入れてゐるのを見て憤槪し長 

文の抗議文を嵐會の主宰者阿閉蛊三氏宛に邃ったことがある。

Lかしその後或際語の臣要性をおぼろげに感知して自分の井を悟り，前記抗議の取消文を迭 

り同年末同會の代理部から英語で書いたエス語の鍵を買ひ,次いでTraveller^s Esperanto Ma・ 
nualof Conversationと橫須賀エスペラント會創立者加藤節著「エスペラント獨修」とを入手 

の上，エス語の獨餐を開始し短文を綴ってみたりしてゐた。そして當;寺殆んど英文許りであっ 

たHCE會誌の文通欄にエス語で廣吿を3囘ばかり續けて出した。その結果大正7年11月.



105 (289)

5日にシベリアのトムスクの靑年雜誌の編輯長であるĤovesといふ人からエス文で通信を書 

いた繪葉書を受取った。これは記念として今でも保存してゐる。

Bulteno de H. C. E.の大正7年12月を見ると第1頁に私の書いた繪葉書見聞錄といふ 

記事と私の寫眞が出てゐて，その第2頁にば石黑修治C現石黑修）氏の寫眞と,その「入會後 

1年を送らんとするに際して」といふ文が出てゐるのも不思議な因緣だと思ふ。

後に述べる如く私はエス語を石黑氏に本格的に敎えてもらひ，又同氏は大正3年（1914、）更 

中學2年の時，旣にやはりトムスクではあるがしabunski氏からエス器といふもののある事を 

聞かされたといふ事でこの點でも旣に私の先輩であるがUCE入會は同會々誌に依れば私の方 

が少し先で大正6年の春,石黑氏は翌7年の始め頃のやうである。

當市エス語運動の第一線に起ちし者の中,橫井,石黑,山田の名が言ひ合はした如く外人か 

らエス語の存在を敎へられ又は强き刺戟を與へられた事はエス語の國際的使命と思ひ合L遇然 

として一笑に捨て去れぬ氐緣を感ずるものである。

石黑氏は,前述UCE機關誌上「入會後1年……」の文中で

「... 私の入會の口的は英語研究でした。....私はここに感謝しなくてはならない事があり 

ます。それはエス語の硏究でした。直に實際應用の機會を與へられた爲めに不滿足ながら差支 

へのないだけに進みつつあります。……」と書いて居られ，又同氏が「新愛知」紙上で述べら 

れた所によると同氏自身も大正7年3月頃から本格的にエス語の硏究を始められたやうであ 

る。 、——.

私はその後大正8年C1919年）海外との文通交換を主とする會を名古屋に創立するため專 

ら心を用ひエス語の硏究からは自然に遠ざかって行った。そして翌人正9年PCE俱樂部 

といふのを設立して自宅に本部を置き同年1〇月から機關誌を發疔した。PCKは石黑氏わ幹 

に部になってもらってゐた關係から同氏に依賴しエス語講座欄を執筆して戴いた。大正!0年 

PCEの經營を鵜词鈴直氏（同氏とは2, 3年後にはエス語普及のため運動の第一綠で共に働い 

た）に移管し實業實地研究のため橫涼に出たが，その際多數の外人客に接し英語の萬能ならざ 

る事と一等國日本國人として內地に於て外語使用の快からざるを痛切に感じだものだった。同 

年末叫氣を患ひ名古屋に歸った。

名古屋に本格的エス語運動碍立 石黑氏は大正10年C1921年〉輕井澤の夏期大學に出て科 

外としてあった松崎克已氏のエス話講習を受けられ,次いで開かれた早稻田大學の講習に衣出 

席せられ,その時知り合となられたハ髙學生使藤隆吉氏と同年9月名占屋の學生間にエス語運 

動を起す事を約されその後ハ髙,高工，橙大辱に猛烈なエス語普及運動を起された。後に北海 

道苫小牧:!諜學校で敎職につき同地に初めてエス語の種を蒔いた森卯之助氏及び爭會の「エス 

ペラント」誌で,おなじみの倉地治夫氏も當時の熱心な學生同志であった。1
而して犬正U年C922年）8月,私は石黑氏が市民に對してなした公開講習に參加して人 

正6, 7年に一寸嚙ったエス語の知識を新にし，その後開かれた石黑氏指導の講習には庶務會 

計事務一切を引受け，又,石黑氏を中心として佐藤一英氏や熱心な學生同志3, 4と相談し學 

會の愛知縣全會員及び當時名古屋で講習を受けた全同志に檄を飛ばし市民エスペラントの本格 

的糾倉の目的が逹成せられ名古屋エスペラント社交俱樂部（後に名古屋エスペラント協會と改 

稱）が生れた。時に大正!2年¢1923年）5月12日。石黑氏は同月學會主催の東北北海道 

の普及講演に參加のため上京せられたのを最後として名占屋を去られたので,，同氏の種を蒔き 

績けし後を守り內踱氏等と協力しその芽生えと成育と刈入れと時機に應じた種蒔きに努力し
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た。R・〇.誌發表の統計に依れば,大正!0年の愛知縣會員5名が大正12年には150名に 

激增を示してゐる。その後熱心な同志も現れたので淺オ無力をも省みず今日迄當地エス語連動 

に力添えさせて戴いて來た。我が名占屋市のエス運動がその時分から大都市として辱かしから 

ぬだけの位适を保ち得たのは,その後現れた幾多の熱心な市内同志（旣にその中6, 7は永眠） 

及各地の同志や先輩の刺戟の賜物とこの一隅を借りて感謝の意を表したい。大正8年以後の當 

地のエス語連動及び健鬪を捧げられL諸氏に關しては,いづれ他日機會を得て筆を新に詳述し 

たいと考へてゐる。CMajo15,1936）

Fundamento de Esperanto に三度邂逅

' •/ 山 田武ー

大正5年（1916）の末或思人を久々で訪問して學校卒業以來藥附師としての口常生活の模樣 

を得意然と報竹してゐた時のことであった。そこへ來合せたのが前mといふ佛關西から歸朝し 

たばかりの紳士。誤偶々我國藥珂師に必嘤な豁舉について花がさき理化學の原書やさては處方 

笺の歐文の話が出た。その時前田氏が「自分が巴里にゐた時珍らしい事に出遭った」といって 

語られた話は「ある日magazenoを出て車をとばさんとする刹那,故意か間迩ってか今以て不 

明であるがともかくも自分の車冃がけて投込まれた小册子。何が何だかよくは調べてはみない 

が。何箇國語かを對照した辭書の樣なものであった。歸诩に際して巴里から持關った。若しも 

爲が何等かの參考にしてくだされるならば,荷物の中にそのままある筈だから君に差上げよう 

とのことで法った。

數日ならずして同氏からその小册子が手許へとどいた。それはFundamento de Esperanto 
であった。

當時私はエスペラントの何物たることもしらず唯佛英獨露の外にわからぬ言葉が二語並べて 

為るものだと思ひさし當り琴考にしようにも一寸參考になりそうにもなかった。從ってそのま 

ま本箱の隅にほりこんで仕舞った。

翌年の夏頃かと思ふが東京日々新聞か報知新聞かそれとも他の新聞だったかの記事でエスペ 

ラントがごく簡單で平易なものでI比界中旅行するのに何等不自由がないといふ总味の記事をチ 

ラと見たことがあった。

そこで私の頭に來たのが前田氏の贈り物の書物のことであった。不幸にしてその時は前田氏 

も旣に故人となって居たがその冥福を祈りながらその形見の小册子を不箱から探しながわもち 

の小册子の裘紙に力、いてあったEsperantoといふの力;このエスペヲントだろうと考へてとり 

出してみた。

漸く探し出したがなるほどエスペラントであるらしいがこの本だけではとても物になりそう 

でないので悲觀した。 ，1

営時私は東京の王子の町はづ7しの工場で色素を製造して居たので或時はニグロシンで眞黑に 

或時は□ーダミンで紅に,或はクリソイヂンで黄色に或は赤色レーキで贡赤に足の爪先から頭 

の頂邊まで，まるで七面鳥の樣に,お化の樣になってゐたので東京の鎭中へ出る事は愚か工場 

の宿舍から一步も外出できない。まるで大都會の片隅に仙人の樣な生活をしてゐたので,エス 

ペラント界の先輩諸氏の邦譯書物その他親切な指導や普及運動といった樣なものは目にもふれ 
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ず耳にもきかず唯この一小册子の各頁に色とりどりの指紋や斑點を印してゆくのみで臥った。 

もし東京の町の慎中へ時々でることのできる境遇に托かれてゐたらあんな苦勞はなかったこと 

と/思'よゝ〇

その後大正io年の夏頃とおぼえるが文部省史料編篡它平泉澄氏から偶々中學時代の級友だ 

った淺井惠倫君がエスペラントの大家で冃下靜岡方面へ講義に行ってゐるといふ話を聞いて始 

めてエス語運動が盛に行はれてゐるといふ事を知ったが浅井君が旅行中では急におあひするこ 

とも出來ず,いづれその中に充分指導を仰がうと決心したが遂に其機を見出し得なかった。

幸に知人髙木猛亘といふ人の息子が絲視廳.防疫官吏でエスペラントを知って居るといふこと 

をききこんで同氏に依賴して始めて邦文で講義した村田正太氏の「エスペラント講話」上「大 

成エス和辭典」とを買ってもらふことができた。

ところが不恩議な因緣とI、ふか，村田氏の「エスペラント講話」の後篇は實はFundamento 
de Esperantoの講義であった〇

次いで大正!3年の秋日本エスペラン•ト社でエス貂の講習のあることを聞いたので之に參加 

したがこの時の講義の敎材もEkzercaro CFundamento de Esp.の主要部分）であった。そ 

してこの後大いに各方而の同志と交はる機會をもっことになって自分もエス連動の一人前の闘 

士仲間に入れてもらふことになったのである。

こんなわけで私のエスペラント學習はそんなに古くもないが唯三度までFundamento de 
Fsp.の御厄介になったといふのが面白いのと，その始めて入手したFundamentoが巴里で前 

田氏が偶然の事から入手した不思議の因緣のあるものであることが珍らしいと思ひここに請は 

るるままに思出をつづった次第である。

今瓶手許にある前田氏の形見なるFundamento de Esperantoが,どういふ理由,どういふ 

徑路で,前田氏の車へ投げこまれたかをしらべ，その前の持主——それはキット巴里の同志に 

ちがひなかろうが之と名乘りあふことが出來たらどんなに愉快であろうかと夢みてゐる。

エス語を眞に東洋民族に通用せしむるには

.,, 坂本淸馬

日本エスペラント學會が,我邦エス連動30周年になるので,今度の號を記念號として御發 

行せちれるさうですね,誠に何よりもお喜ばしい事と存じます,小生（ま肉眼に於ては未知なる 

諸君子,靈眼に於ては正に1〇〇年の相識たる諸君同志が，我が阜•阈の爲，語學報國之御奉公に 

孜々撤底'精進せられんことを，遙に千祈產禱してやみません。

援本日,藤圧樹三詞兄が態々御來訪下されて，斯々であるから,何か思ひ出のやうなものを 

世いてくれとの事でありましたので,誠におこがましい至りでありますが，極めて簡單に,小 

生の感想を書き送ることに致します。 「

小生がエスペラントを知ったのは,明治41年の夏であったやうに記憶致して居ます,當時 

社會革命運動の畏友にして心友であった故大杉榮君が，東京市麹町區飯□町なる支那無政府主 

義革命家劉光漢兄の寓居で，同君•夫婦及其他十數人の束京留學支那靑年の爲に，每日エスペラ 

ントを敎授して居たのですから，小生は其傍で之を立聽きして覺えたのでした。其故,小生に 

ね特に敎あといふものはかかったのですが，强ゐて言へば大杉君が敎師であったのでせう，當
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時は安孫子・先生や黑板博士や長谷川二葉亭氏などが，日本に於けるエスペラントの大家でした, 

是は諸君子の百も砥知の樣でありますが，小生等の同セの中には,大杉君の外に,九州宮崎に 

福田國太郞といふ靑年エスペラントテ4ストがありました,福田君は遠く露佛の男女の同志と 

文通もし2居たので,なかなか錚々たるものでした,小主等同志のエスペラント研究及普及の 

目的は，勿論エス語の妙用に依りて,世界の平和實現に貢献せんとするにあったのです，其後 

小生は宮崎へ落ちて行ったので，十分に硏究する機會がなかったのですが，それでも福田君と 

日夕交遊してボッボッ猱學して居ました,處が御承知の通り,明治 的 年の不祥事件に連座し 

て下獄しましたので,書籍が缺乏を來たし,爲に廣く深く研究學習することが出來なくなり， 

獄中常に髀肉の歎を懐きながら，以て今日に及んだのであります。

然し小生は大正5-6年頃，ザメンホフ先生のエスベラントは，東洋氏族に通用せしめんとす 

るには,どうしても東洋語の文法,殊に日本語及日本文法の吏素を取り入れて，之をもっと簡 

單，明瞭,平易にする必要があると思ひました。而して之が改造は,六合一劃，八紘一宇之日本 

主義卽ち诞個世界主義てふ絕對道を以て千古・の理想とせる我等大日木皇國民族の先天的使命で

あり,神援的聖菜であると確信して铤ひません。 ・:-

終に小生は,貴會の同志諸君子力;，常に口本國體てふ指導原理を須叟も放たずして，エスペ

ラントによりて口本國盟を宣揚恢弘し,進んで我が大口本皇國 天皇陛下の御仁德を全世界に 

光被するの聖なる手段として,之を硏 し, 之を翟學し,之を普及し,以て大に皇國の隆昌發

展，及東洋民族の親善修好,並に世界平和の永遠なる確保の爲に,鞠躬奉仕，至誠貢献せられ 

んことを,切に希望佃窟して息まず，之を以て30周年奉祝之辭に代へ,玆に謹んで擱筆致し 

ます，皇紀2596年,昭和11年5月10日,坂本淸馬,合掌再拜。

私の生活に勇氣を與へたエスベラント 

縣ぎ「 、秋田雨雀

私はエスペラントによって多くの利益を得てゐながら,この言語の運動のために何等の貢獻 

をなし得ないでゐることを耻ぢてゐます。

私のエスペラントについて知ったのは明治37-8年の日露戰役の直後だったと思ひます。そ 

の頃私の同鄕（青森縣南津輕郡黑石町）で,小學時代からの同窓生であった嗚海要吉0らは 

る）がエスペラントを學び初め外國の同志達と通信をしてゐました。これが官憲の誤解を受け 

て,職cこの當時鳴海はゴ匕海道で小學敎師をしてゐた。）を失はなければならなかったのです。 

滑需なことは,この通信は植物やその栽培法に關するものだったのです。鳴海のエスペラント 

をやったのは多分これも同鄕の高橋邦太郞さんの東L戟によるものかと思ひます。私はその頃嗚 

海からエスペラントの葉書を受取ってゐます。私は後で「綠の野」といふ戯曲を書いたことが 

ありますヵ:それは鳴海の受けたエスペラント受難にヒントを得ナ1ものです。

私が3E式にエスペラントを學んだのは大正3年，エコシェンニに逢ってからですが，その以 

前からこの言語についての關心は持ってゐたわけです。そしてそれは要するに同鄕の先覺者高 

橋邦太郞さんの影響によるものだと思ひます。大正4年に私は演劇の仕事で北海道から歸京し 

てから，エロシェンコとの交遊が繁くなりエスペラントは私の生活にとって缺くべからざるも 

のとなったのです。私はエスペラントル文法的に學んだのではなく,・エロシェンコとの交際や
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エロシェンコの飜譯などを手傅ってゐる內に，ロ然にエスペラントのつ「有用性」の中にひ 

き入れられてゐたのです。私にとってはエスペラントは最初から單に言語の問題でなく,生活 

の問題だったのです。私にとってはその頃,如何にして生きて行くべきかといふことは非常に 

切實な問題だったのです。私は色々な困難に遭遇する每にエスペラント及びエスペラント運動 

によって勇氣づけられて來ました。下に私の小さな生活年譜「五十年生活年譜」の中からエス

ペラン トに關 したC但大正8年迄）數節をここに拜借して置きます。

大正4年¢1915） 33歳

私はこの年の日記の中に，ペルシャの豫言者の言葉を引照してゐる。この時代に私は色々な 

內的外的の苫難に遭遇した。そして,その苦難に處する道を科學の力によらずに

上に求めようとした。私はトルストイ，スウェデンボルグ,ストリンドベルヒ,老子,ウバニシ

パッハ•ウ-ラ等の後を迫ふて步いてゐた。私はこの時代を

ワシリー・エロシェンコの私の前に現はれたのはこの時であった。エロシェンコは，小ロシ 

ャ,クールクス生れの旨目の靑年であったが,熱心なエスベランチストであった。私は全く人 

生に絕皋して極端に二ヒリステックになってゐた時，エロシェンコは盲人でありながら,世界 

のエスペラント運動のために熱心に働いてゐるのを知った。私はすぐにエスペラントの勉强を 

初めた。私は3月ほどでほぼこの言葉を會得した。私はこの言葉を知ったお藝で,人生を別な 

瞑で見るることが出來た。そして澤山の仕事が私の前に現はれて來た。

私はここで，日本に於けるエスペラント運動について一つの事實を記錄して置く必要を感ず 

る。日本のエスペラント運動は黑板勝美，中村精男,小坂猖二，千布,大杉c榮）等の諸君によ 

って創められ進展させられたものであったが，この連動の進展に對して長卻I】二葉亭の功績は 

忘れてはならないものであった。二葉亭は最も早く「世界語」といふパンフレット形の敎科・書 

を出版してゐた。この連動は,日露戰爭後ロシャのトルストイヤンによって日本に呼びかけら 

れたものであった。然しその呼びかけを日本に傅へた長谷川二葉亭□身は,その當時,旣に國 

權主義者であり，征服主義的アジア主義者であったことは色々な文献で私達は知ることが出來 

た。然し,この矛盾した過程を經てゐながら日本に傳へられたエスペラント運動は,後では完 

全に日本の進步的階級の手に渡されてゐることも興味あることである。

私はこの頃エロシェンコの關係で,パハイのアグネス•アレキサンダー女史に逢ってゐる。 

この女は有名なアメリカのの歷史家アレクサンダー敎授の孫にあたる人であったが，純白な着 

物に紫の谿をしめたEE象的な容姿をした40歳に近い婦人であった。パハイ敎徒は「人種平等」 

「消費經濟の均等」「言語の統一」を主張してゐたので，アレクサンダーのところへはエスペヲ 

ンチストが多く集ってゐた。また望月百合子や神近市子なども時々彼女を訪ふた。女史は12-3 
谡の女の子のやうに房々した毛を前額に垂れて,口を大きく開いてバッハ・ウーラの豫言書の 

「隱語錄」を讀んでゐたのを思ひ出す。

a Pola Esperantisto''にポーランドの一靑年士官が, 旅順でn本の一將軍と戰爭に

話をしたことが書いてあった。

士官——一人間は何故戰爭をしなければなりませんか?

將軍一大きな平和のために。

士官——人間は兵備を全廢して,人間の勢力を他の有益な仕事に找すやうに努力しなければ 

ならないと考へますが，將軍は兵備全廢の時代を想像することが出柬ますか?

將軍——その時の確かに來ることを信ずる一然し今其時ではない。 ・
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といって將軍は神經質に室の中を步き廻った……〇

ヨオロッパは今戰爭の渦中に捲きこまれてゐる。多くのエスベランチストが・戰死してゐると 

いふ報吿かあった……〇 ・ ハゼ鹽翅

大正5年¢1916） 34歳

私はこの年の4月にはワシリー•エロシェンコと水戶の講演旅行に行ってゐる。この旅行は 

私には實に愉决な記憶を殘してゐる。一行には畫家の竹久夢二も加ってゐたが,エロシェンコ 

はエスペラントで女性問題を取扱ったロシャの民謠についての講演をして，私はそれを通譯し 

た。講演は公會堂,高等女學校,女子師範で行はれた。エロシェンコは「水戶は長い長い夢の 

やうな町だ」とロシャに通信した。エロシェンコは羊羹が甘いといってむしゃんこに食べたの 

で，宿屋の拂ひが嵩んで困った。

エロシェンコは,この年7月3日にシャム及び印度に向って出發してゐる。なぜシャムに 

行くかと彼に質ねると,「私は東洋諸國,殊に弱小民族の生活を知りたいのだ」と答えてゐた。 

私達は中央ステーション（東京驛）で待ってゐると，エロシェンコは赤いトルコ帽をかぶって， 

伊逹といふ冑年に手をひかれながらやって來た。赤い帽子といへば,この頃私達は「赤い帽チ 

の會」といふ會を組織して毎月1囘何處かで會合してゐた。なぜ赤い帽子を選んだのかその理 

山もはっきりしてゐない。またこの會には一貫した思想があるわけでもない,中には可なり進 

步的な靑年もるたが,ファツショ的靑年も2-3人はゐた。二三十人の人がエロシェンコを送 

ったが，その中にはアレクサンダー女史，竹久夢二，エスペラントの福田國太郞なぞがゐた。 

「永久に死なないやうに!」と私はエスペラントであいさつをすると,エロシェンコは鼻頭に皺 

をよせて笑ってゐた。

大正6年¢1917； 35歳

今「十月の嵐Jは,全ヨオロッパの民衆に强い兢戟を與へてゐることが色々な地點から工ス 

ペラントの通信によって報導されて來てゐる。然し,日本のヱスペラント運動は，依然として 

中立エスペランテストの手にあったので,ヨオロッパ民衆のこの時期の激動を反映することは 

出來なかった。中央ヨオロツバに於ける「勞働者エスペラント協釦の連動を正しく報導し得 

たのは餘程後のことであった。然し私はこの時代に自由主義的な立場から，多くのエスペラン 

トの會合に列席して,エスペランテストの便命について語った。Intema ideo （內部糯神）と 

いふことが，多くのエスペランテストによって主張されてゐたが,この內部精神といふ言葉を 

正しく說明するものはな力、った。またこの「內部精神主義』こ反對してエスペラントを實用化し 

なければならないと主張してゐる一派もあった。更らに,言語を進步的隔級の鬪爭の武器たら 

しめなければならないといふのは，第三の解麾であった。ザメンホフ博士の「內部精神」といっ 

た，その主張の社會的ミリューを科學的に硏究し初めたのはこの第三に聽する人々であった。 

この事は一般社會には大した交涉を持ってゐないやうに思はれたが,その實，長く世界を通じ 

て國際通信活動の二つの流れをなして行った。

大正7年C1918） 36歲

アンドレイフの「ベルジュームの悲哀」は人道主義的立場から世界大戰の犠牲者であるペル 

ジュームを晤ったものであったがその考へ方は運命主義的で，少しも積隧性を持ってゐなかっ 

た。アンドレイフは間もなく,新興ロシャから亡命して,最初のイミグラントとなってゐる。 

アンドレイフの述亡は,西方科學主義に對する東方神秘主義の現實的敗北であった。この頃, 

私はスウヰスノエスベランテスト，デックといふ奇年に東京で逢ってゐる。彼はセルビア生れ



lli C295>

の刃で,同國人で,全ヨオロッパ的に聲名を持ってゐる戯曲家ヨゼフ•コーソルの戯曲を私に 

示した。私はこの作物によって,ヨオロッパの民衆が何によって惱んでゐるか,殊に弱少民族 

の靑年逹が何を苦しみ,何を望んでゐるかを明瞭に知ることが出來た。然し ヨゼフ•コーソ 

ルは結局，アンドレイフと等しく懷礙的,絕望的であるのには物足りなさを感じた。私はヨオ 

ロッパ民衆の强く起き上った部分から,きっと,今に立派な文學が生れるであらうと思った〇

古くよりエスペラントをやられた

方々よりの御返事（拔萃）

★ 小原淸吉

……老生のエス語硏究は明治39年頃に始め候ものにて其後2-3年は興味を以て修習いたし 

候へど氐それ以來殆ど廢止いたし候故今では全く記憶に存せず唯往時好奇的に之を學び候事が 

念頭に殘り候故現今英語敎授の際折にふれてエス語の興味を生陡に語り硏究を豺める事有之候 

位に過ぎず候當時の習學書類等は數年前金澤エスペラント會貝の請により悉く同會に寄贈し硏 

究會員に配布されたる世界各國の會員名簿により交換したる繪葉書も皆子供の慰として與へ候 

故散佚して一枚春之なく唯明治39年講習の際受け候證書の寫C本文は會へ寄付）と在時使用せ 

し敎科書〇,Connor氏のEsperantoが殘存する丈に候右の情態故貴誌に御揭載の價値ある事 

項は延之遺憾に存じ候只別記一ニ項だけ御參考までに書添へ置き候

1. 明治39年7月30 ロより8月18日迄東京國民英學會主催のエスペラント講習會に 

て修習,その後エドワード・ガントレット敎授の通信敎授により硏究し 世界エスペラント會 

員に列せられ名簿に發載せられたり。

2. 同名簿により英米佛匿換諸國の會貝と繪葉書の交換を數回行へり。

★ 田川大吉郞

思出話の御依賴には閉口です,御容赦下さい。ガントレット先主の第1囘講習會の弟子です。 

外・務省のブラジル邊へ勸められた書記生に野田良治といはれた⑺ 方が神田の靑年會館で講演 

して下されたのが知識の得初めでした。

★ 山羽儀兵

御書面拜見,原稿として御解答申上げる暇無之候間左にa-gの御質問に羯しお答中上候

a. これは不明ですが小生第一高筹學校入厚（大正元年）の當蒔に學友伊藤德之助君（目下九 

大工舉部敎授）がよくエス語をやって居て種々お話を聞きまIた。

b. 牛込の牧理舉校で講習會があった時初めて學びました。ただ一すやって見るといふだけ 

の理由でこの時の講篩はT布利雄氏と杉山隆治といふ方,この年代は・寸不明ですがー高時代 

C大正元年から三年迄の間）だと思ます。

c. , d.その後殆んど利用せず，きたその機會も無之會話は全然致さずむ外C獨,佛）中も全 

然エス語を耳にする廢會も無之候

.e日本エスペラント協會へ入會C?）しましオこカゝその後何時とはなしに御無沙汰してしまひ 

ました。
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f.小生は當時から英佛獨及びラテン語を致して居りエス語の學習には大した苦心を經驗致 

さず候。 . •

•g・全然經驗無之

右簡單に御返事申上候何かお役に立ち候はば幸と存候 草々. •；'.

★ ゝ 小平房吉

a. 明治42年頃新聞記事にてエス語を知りたる事。

b. 同年頃京都智恩院境內の一寺院に於てエスペラント協會支部發會式有之同時に約一週間 

程の講習會ありてそれに出場したる事。

c. 露國エス協會員某より日エス辭書を貰ひ度旨文通を受け當時各方面を探力;して漸く ー册

を求め送りたる事。 二$

位の事を記憶致候のみにて爾來全く中止致居候像の次第從て何等御參考として御返事中上ぐ 

る資格無之御恥かしく存居候

〔編者附記〕上記明治42年は40年の誤と老へられます。

★ 佐々木秀一

拜啓エス語に關しては何氐申上げることが御座いません,不惡御了承を願ひます。

1. 明治38年長野縣師範學校に奉職し,ラテン語の講習を受ける爲上京中，エス語の話を 

友人より聽き,歸縣してから，同校奉職の野原休一一敎諡につき手ほどきをしてもらひました。

2. その後忙しくて，殊に41年東京奉職後は，硏究と仕事の多忙の爲に,語學の硏究は續 

けることが出來ませんでした。今日では,エス語ラテン語ともに全く忘れてしまひました。

3. この藩についての感想もありますが,目下もやはり多忙の延長で，何も書けません。不 

惡〇

編輯後記 ヤット特輯號ができまし 

た。浚定を超過して三倍大

のものとなりました。卷頭記載の如くまだ澤

と思ってを〇ます。どなたかおか 

し下さいませんでせうか。

山の資料の整理が出來ぬためここへのせられ 

なかったものもあります。それらはいづれま

とめて近い中に單行本として發表致すことと

なりました。

本號所載の資料についても誤ってゐる様な 

ところがおれば御知らせ願ひたく存じます。

佥澤エス命の松山氏にもいろいろおしらべ 

願ひましたが金澤を中心としたエス運動史は 

調査不十分の點があるので今度は入れられま 

せんでした。今後つづけて調べていただくっ 

もりです。高知藤田稱三氏にはいろいろお骨 

折願ひました。

其他澤山の人々に御世話になりました。こ 

こに厚く御禮申上けます。（岡本）

The British Esperantist 1905, 1906 辭 くそ 

の中から日木に關する報道を書きぬいてし 

らせていただいても結椿です。）

Adresaro de la Esperautistoj XX, XXI,
XXII, XXV

Tutmonda Jarlibro 1904, 1905, 1906,1908,
1909,1910

「［半エス學會R. 〇.編輯部

岡本好

今後の日エス運動史資料蒐集の

ため次の様な材料•をお借6したい

東京の古い同志藤林房藏氏が今囘常會編輯 

部の乞を入れ御所持の次に揭載の如き古い貴 

歪な資料を當會文庫へ寄稿ドさいました。こ 

こに厚く御禮中上げます。 ・

Japana Esperantisto誌（第1卷第2號よリ第

10卷第12號迄） 5？册

3感 謝

次



113 C297)

Tutmonda Espcro 誌（1908年のもの）6 册
La Suno I I ispana 誌 !册

*Anton Waltisbiihl:Kompleta Lernolibro
por Esperantistoj •!册

Cent dek tri Humoraĵoj !册

Tri Ĉapitroj el Don Kihoto de Manĉujo
!册

Naivulo, Karabandolo la plugisto, Fiŝkaptisto
k rigardanto !册

La Grafo erarinta !册

*Un dekcentiino !册

兴ヽVcltsprache Cl卷一3卷) • 3册

*Ido H 錄 !册

* Angla Guidlibreto !册

Barcelono !册

第五囘萬國大會記念sigelmarkoj 數十枚

C印はIdo關係の書籍）

神戶月木喜多治氏より下記の雜誌御寄贈い

ただきました。厚く御禮申上げます。

Japana Esperantisto C第 5 卷第1號，第 4- 
5號，第6卷第5號第6-7號） 4册

日本エス運動30周年 

祝賀雄辯會
6月13 FK土;）午後正2時より5時半迄 

★會場——日本橋區本町1丁目2番地 東京 

實業組合聯合會ビルヂング（充階う講堂 

にて。C市電室町一丁目三越前下車日 

本橋に向ってn本橋を渡らず川端にそ 

ひ左折半丁江尸橋際の建物ですう。

★會費一無料 聽諜歡迎

辯士十數名。

/東京•エス•クルーボ 
主催I東京鐵道エス會

日本エス運動30

祝賀晩餐會
6 B13日（土:）午後正6咤よリ

金澤エスペラント會•から同會所持のC小原 

氏より寄贈Qもの）下記のもの當會文庫へ御 

寄贈Fさいました。厚く御禮巾上げます。
Adresaro de la Esperantistoj, Serio XXVI 
Adresaro de la Esperantistoj, Serio XXIII 
ガントレット氏通信講義錄

以上の方々に對しここに厚く感謝のなを表 

明致します。
財團法人日本エスペラント學會 

理事長大石利三郞

★會場ーー同上 束京實業組合聯合會ビル地 

下室の「江戶橋亭」にて

伙會費一1冏C但タ介寶）

30年前の古い同志の方々にも出ていただ 

く答につきふるって御參加を乞ふ。永旧 

拓相祝辭も交涉中。

噪径會出席の方はなるべく12日迄に學 

會宛その旨御一報を乞ふ〇

（口木エスペラント學會 
主催｛東京エス・クルーボ

（東京鐵道エス會

年

ESPERANTO 運動擴大 KAMPANIO
同志は一人殘らず協力せよ!! 

盼特價期間6月末日限

今やEsperantoはĵurnalism 〇の波に乘り話題の中心に浮上った〇この 

機を逸せず運動を擴大せよ。知り合にエス書を贈呈せよ。

特價規定詳細は前月廣吿を見られよ

呈に限リ下記特價にて受付。當會より直接先方へおくる。（詳細前號をみよ）

1.捷徑乂は講座 稅共40錢 2.捷徑C又は講座）とエス和

3.捷徑（又は講座）とエス和と和エス 稅共3冏

稅共90錢

財團法人日本エスペラント學會
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萬國オリンピック大會及び日蝕觀測に際して

エスペラント採川方に就き陳情せる報吿

第二十三囘□本エスペラント人會条員命

山田弘,矢崎富美人

【リ萬國オリムピック大會に對して

大會協議會議題第三の決議に則リ,その柿 

神を逹成せしむべく微力乍ら盡力し此處にー 

段落を見たので自分等採った處社に就き槪 

略を報吿いたします。

“萬國オリンビック人會に於てエスペラン 

トを公用語（餃技用語）として御採用あらん 

ĉとを陳情す''

"Esperanto en la Olimpiaj Ludoj'' （espe
rante）
なる二糧の陳f青書を二月初旬印刷し下記の關 

係運動諸画船，諸委員,新聞社净へ送附して 

輿論の喚起に力めた。

1） 國內:人口本體育協會C我が國に於け 

るオリンピック代表委員會），ロ本陸上鼓技聯 

盟（會長，副符長,顧問,理が，評議貝,在 

外情報委n）, n本陸上鏡技聯盟,口本庭球協 

會,全h本舉生庭球聯盟,日本ラグビ-蹴球 

協會,大日本蹴球協會，大日本排球協會，大 

日本ぶツケー協會，大日本バスケットボール 

協會,全日本スキー聯盟,大口本スケート競 

技聯盟,全國水上錢技聯盟,仝H本學生水上 

鼓技聯盟。

著名新聞社OK朝,大朝,東山人每,讀 

賣,報知,名古屋,新愛知聲）ーーこの事に 

就き東朝讀資等の紙上に報道せられた。—— 

文部省體育課,縣體育課等。

2） 風外:各國オリンピック委員停（或は 

陸上第技聯盟），ロ本齢上裁技聯盟の在外情報 

委員，Ciuj Landaj Asocioj., IT^A, Heroldo 
de Esperanto.

以上のものは關係團體幹部に對するatako 
であるが,我が名古屋に於ける^リンビック 

候補選手個々に對しても學習方を勸誘した〇 

卽ち佐々木吉三氏（陸上短距離——愛知縣體 

育課）山本定子（槍）,前畑秀于（水泳）,小 

必一枝（水泳）の諸嬢に久保氏著エスペラン 

卜评話及び學命編エスペラント短期講習書を

賂呈した（その費用の一部は名古屋翳大エス 

ペラント會がら支辨された。上成武君の好意 
を謝す;）。 * ' '

又名古屋市ハ事療養所々長,醫博,靑井節郞 

氏は日本陸上兢技聯盟の理事であって今囘役 

員としてペルリンへ赴くこととなった。氏は 

旣に愛知醫專任學ろ時西敎授から講習を受け 

たことがあるが,目F前ニ書に就いて矢崎が 

說明をしてゐる。氏を初め陸上競技選手は6 
月7日東京出發,京城,新京,ハルビンにて 

各々一泊し】5日滿洲里を經て,23日Fin 
landoの Helsinkiに到苦し，彼の地に約ー 

ヶ月滞在,練習して7月の22 口か23 0 
頃Berlinに乘込む豫定である。尙大會終了 

後，Leipzigに於て口獨對抗競技i, Parizoに 

於てH佛封抗錢技をなす計鐵である〇

このがに就いては各々關係しandoj Asocioj 
及びDelegitoj de UEAへは豫め連絡し然る 

べきarangojを依賴した〇

3】日食觀測に對して

大會協議會議題第四の決議に從ひ,作成せ 

られた下記陳情書を三月初旬金澤エス會の由 

比忠之進氏より送附せられたので下記の諸團 

體新聞社等へ發送した。

“日仓觀測Q如き國際共働の事業に國際語 

エスペラントを御採用あらんことを陳情す”

"Esperanto en Internacia Kooperado '

發送先:

D 風内:日本天文學符く東京天文臺內）， 

東亞天文協會C花山天文盅内）,著名新聞社 

（東辆,讀賣,名古屋,新愛知）一名古屋新 

聞紙上には記がとして揭載せられた。

2）國外:ケンプリッヂ大學内夭文學敎宰 
Brita Landa Asoc:o に依賴）Heroldo de 
Esp. UEA.

——最後に本問題に關して協力援助された 

全國の皆採に感謝の意を表します——
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內外エス運動展望
るがまだ倉としては態度がきまってをしぬ 

らしい。同志の働きかけをのぞむ會名は最近 

Cosmopolisとなった〇 そのadreso は Kos- 
mopoliso, 2, Hanway Place, London, AV C. 
1.,Anglujo.である 〇

國際敎育會議での成功

旣報Utreclitにおける去る4 H14—30 
日の Internacia Konferenco Pedagogia de 
New Education Fellowship は各國代表 700 
名以上の參加の下に盛大にひらかれた。ゼネ 

パ大學敎授ルーソー學院fi： Piere Ik)vct氏は 

敎育家及學校にも•けるエス誌の必要性を力說 

した。16Hの午後は殆んどエスペラント問題 

に終始した。Ghieck氏はエス語の歷史現狀 

敎育I•・の効果等々について報吿を發表した。 

聽衆は喝采した〇討論になって!^brŭckcr夫 

人及Cseh氏がGlueck氏の報吿に補足した。

大命々頭なるKees Bockeは大會委員會 

はいろいろ設儘に努力し通譯の點も大いに骨 

を折った〇しかしそれでも參會者は不滿であ 

った。それは會議用語が幾種類もあって通譯 

のわづらはしさがあるからだ,もしすべて工 

ス語唯一であったらどんなによかったらう。 

だから私はエス語をおすすめしたい」といっ 

た意味をのべた。その上「自分も大會の直前 

私の學校へエス話を必習課目として入れるこ 

とにした。生徒の次ならず私も他の先生達も 

聽帶するのだ」。とのべた。同氏の學校は世界 

に有名な學校で Utreclit Q近くのBilthoven 
の Werkplaatといふ學校である〇

かくて大會における エ ス 語の manifestacio 
は大成功に終った。

ペ儿ギーにエスペラント街

ベルギーの Bruselo-Gent-Lichtervelde-De 
Parne fi ®車道路が出來た。そしてしichtcr- 
ve'de では新しい strato を Esperantolaan と 

よぶことになった。全世界の同志が之が決定 

に努力した市長に懸謝狀をおくられたい。宛 

名は Dcn heer burgerneester, Lichtervelde. 
West Vlaanderen, Belgujo としておく られた

ウェノしス協會へ働きかけよ

一二年前H. G. Wells-Societoが英國に創 

立された。而して英國內及び海外の進步的思 

想家を集めてゐる。この會では國際語問題に 

ついても考へてゐる〇エス韶にfavoraなも 

のもゐてエス港の勉强を始めてゐるものもあ

ハンガリーの !行エス語採用

ハンガリーの人銀行のーなるTlungara-I t・ 
la Banko (S. A., Budapest)はエス語を通信 

用語として公式に決定し各國の取引先へ通知 

した。それで今後もエス語で通信することが 

できるわけになった。

ベルリンの科學坠士院とエス論文

ペルリンのプロシャ科學學士院では3JJ18 
II Reichenbach の pensiita fervojisto Klem- 
enz Wieczorek氏Qエス語書き論文を承認し 

た。この論文は"Sklavo"といふもので、Vi- 
enの28囘の萬國大會の機會に發行される。

天野電話局長エス語に熱中

名古屋中央電話局艮犬野榮十郎氏は名古屋 

無線電信局長時代からエス語に好意をもたれ 

機會ある毎に各方面へエス語の必耍を力說さ 

れたが特に一咋年阈際無線儘話が初めて開設 

せられた咤事務員の用語をエス語たらしむべ 

く運動を超すため長峪での大會によびかけ乂 

關係各方面に趣意書を送附して注意を喚起さ 

れた。

昨年の名古屋大會に出席されfi分もエス語 

を自由に話したいとの念願をたてられ本年2 
月から每週1囘乃至2囘矢崎富美人氏の指導 

の下に學習をつづけられてゐると。

新撰エス和辭典

インヂアヱペーパー特製版

價80錢〒2錢

この前の製本が十分意にみたなか 

ったので,今度十分吟味して和エス 

と同一製本所に製作を命じキレイな 

ものができ上りました。御愛川を乞 

ふ。殘部300部。賣切後は再製せず。
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集へ綠星旗の下に

第廿四回日本エスベラント大會

第五囘北・海道エスペラント大會

回

北海の天地に第24囘口本エスペラント大 

會・の聖旗は建てられたり,今夏凉風に飜へる 

綠星旗の下に集へ。日本エスペラント運動を 

語る大會準備は全道エスペランチストの熱と 

努力に依り今や完了せんとす。そもそも日本 

エスペラント大會の意義は喋々するまでもな 

く過去一年間に於ける運動の批判と現情勢に 

對する正しい理解，然して向後一年間の方針 

掛立にあり。次に全日本の同志一堂に會して 

共に將來を誓ふ全國同志の固き握手はエスペ 

ラント蓮動の强化に一層の力あるものにして 

B.,親しき語らひの中に交される刺戟は擴天 

に役立つ最良の基礎なり。エスペラント運動 

の疲れを翳すー服ち淸凉劑が大會であるなら 

ば牽引力を增すも亦大命なり，この怠味に於 

て本大會に參加せられ競ってエスペラント運 

動に對する誠意と努力を明示せられよ。敢て 

諸氏の熱意に訴へ參加を希望してCまず，集 

へ北海の天地に飜へる聖旗の下へ,而して高 

らかに珈かせ希望の歌を。

★ Ekskurso支笏湖（海拔248米水深385米） 

湖”周圍に淸淨純潔な姿を誇る北方の惠庭 

嶽（1319米;）あれば南方に男性的山容の偉觀 

風不死嶽（11〇2・5米）の秀麗名山森林の美と相 

俟って多く人をして吸收せずに措かず，共の 

水透明にしてフォレル氏液第2號に相當し,深 

さに於て我が國第2位の湖瓢形を呈し，ヒメ 

«?,ニジ鱒の產地として亦,名高し，地質火 

山等の學徒の硏究的資料として讃仰措く能は 

ざらしむるものなり。

★日 程

第1H 8月8日（土）

10.00 受付開始

12.30—14 00 大會發會式

14.00—14.30 記念撮影

14.30—16.00 「［本エス學會總會■

16.00—18.30 大伶協議會

19.00 懇親晚餐會

第2日8月 9日（日）

9.00—10.30 第5囘北海道エス大會

10.30—12.30 分科會

12.30—13.30 甕食

13.30—14.30 分科奁報吿

14.30-16.30 大會大學

19.00 普及講演會

第3日8 fi io n (月)

支笏湖へ 午前7時より午後4時ま

★參加申込

木號添附の端書に各條項記入の上，7月末 

までにお送り下さい。會費送金は振替を御利 

用下さい。

★參加費槪算

1. 參加費 0.50
2. 晚餐會?5 1.59
3. Ekskurso 2.00
4. 記念寫代 0.30
5. 宿泊一泊朝父付 1.00
（旅費は東京より札幌まで片道10.85圓で 

ちります。尙今囘は汽車の割引は致しません）

★合 宿

札幌市北三條西三丁 n北向中村屋旅館

大會に關する御照會,御送金等は下記宛に 

願ひます。

札幌市南四條西十四丁目

第24囘Ĥ本エスペラント大會準備委員會

GE替小樽18763番）
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Cl)
第13囘九州エスペラント人會は學會福岡 

支部主催の下に去る4月26 L1福岡市に於て 

開催された。此の日數日來の春雨からりと晴 

れて絕好の大會n和。午前9叮半受付開始と 

同咗に九州山口各地よりの參加者60塔續々 

として來場大會場九州帝大醫學部惠愛屈講堂 

は早くも歡喜と环番にみちた。

開會式

かくて10時20分西崎準備委員により開 

會が宣せられ一同起立・ラエスペー ロの合唱 

により大會の幕は開かれた。續いて今次大會 

々長大島廣博士は壇匕に步を運ばれ主催地を 

代表して開會の挨拶をされる。次いで會長司 

會の下に地方會代表の挨拶並に祝電祝辭の披 

露にうつる〇

〔地方會代表挨拶〕

人牟Eエス會旧中忠義氏，久留米エス會上 

H1九十九氏,宮崎エス诃渡部毅氏，行橋エス 

會鮎川常基氏，熊本エス會坂崎延喜氏,小倉 

エス會三浦勤氏,ハ幡エス會岩崎剛氏,飯塚 

エス會野見山丹次氏，宇土エス會市原耿路氏, 

H本國应速記協會片山政子罐。

〔有志挨拶〕・

長府野原休一氏,長崎江口廉氏,大分小野 

n!幸雄氏。學會福岡支部川關嚴氏。

〔祝電祝辭〕

日本エス學會,別府エス會,戶畑エス會, 

日本國民速記協會,大阪城戶崎益敏氏,熊本 

山本齊氏,福岡秋武六一郎氏,小倉赤松從雄 

氏,大牟田白濱益夫氏,神戶人屋エス文庫。

尙公務のため當地御出張中の學會理事丿11原 

次吉郞氏は新聞記事により協議會開询中會場 

に馳せ參ぜられたので，議長は一時議事を小 

斷して同氏を歡迎，川原理事は丁まなる御挨 

拶を述べられ,尙エス運動後援窃に對する理 

解ある支持を希望せられた。

第十三回九州
エスペ

4
ラント大會 

月26日福岡市にて

協議會

大島命長は一同の希望により議 
長に久留米醫專エス會磯部磺一氏 
を推薦,又書記として堀內，西崎 
兩氏を指名。議長着席挨拶の後下 
記各議案につき審議した。

第14囘大會を熊本市へ招待するの件

熊本エス會提案。

熊本加藤孝一氏より說明。滿場一致可決す。

C2）聯盟加入會々貝名簿作成の件 ——行 

橋エス會提案

3）聯盟機關誌發行の件——同上

C4） 地方會員及び在九州エスペランチス
トより聯盟會員を募集し加入者より一定の角 

費を徵收し以て聯盟費とするの件——飯塚工 

ス倉提案

以匕三間議長提案により同時上提,各提案 

者より夫々說明ありたる後本部堀内幹茅より 

上記三間は何れも巫腿問題なるも昨年度犬會 

の協議に基き本部より照會中の1）機關誌の 
定期發行。2）聯盟總寶の各會分擔方法の二 

案件が未解決であるから本問は一先づ幹事附 

託とし,先づ各會に於て上記ニ懸案につま速 

かに處医され度き旨希望あり，種々意見あり 

たるも結局幹事附記とす。

次で聯盟役員の選擧にうつる。評議員13名 

は全部重任推薦とし,幹事は異動無き旨議長 

より報吿あり〇 （以上詳細は人會報吿書參照） 

以上を以て協議會を閉ぢラ・タギーヂヨの 

合唱により午前中の行事を終了す。續いて會 

場前に於て記念撮影をなし晝食の後,折から 

開催中の博多築港記念®見學に向ふ©

懇親噪餐會

乍後6時よリ天神町昭和命館にて開催。晚 

餐の後座長江崎悌三博士ら挨拶あり,續いて 

三月中旬歐洲御出張から爲朝せられた大鳥廣 

博士の興味ある厳行談くエス語）を聽き後有 

志のparolado懇談にうつる〇

•かくて午後7時半江崎座長の閉怜の辭あり 

野原休一氏の發聲によりKEしの萬歳を三唱 

し盛存裡に散會意義深き大會を終了した。

（K. E・ L・報）

〔尙大會プログラーモ並に大命報吿書御人 

川の方は下記宛郵券2錢同封お申越し下さい 

福岡市十軒屋三九一堀內恭二〕
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全國各地諛逆

投稿注窓:

】・日本戈にて•なちべくハガキで・殂速に・筋草に。

2. 締切大麗向月18日（18以轻到著のものものせろご 

とあり）。

3. 地方宙誌范以て報道に代ふるをえず。

4. 黠曹は裏に必ず何の衣眞かといふ説明記人の亩。 

寫奠片返送せず说料として保存す。

由亠 ★學禽例倉——□月20 H大分縣の 
果'J・ 城內忠一郞氏名占屋ん竹中治助氏出 

席。城內氏は京城のエス述動九州の運動聲に 

つき話し竹中氏も大會後の名古屋につき語ら 

る。
★淺草クンシード——5月22日城內氏，竹 

中氏の來會あり〇城內氏は東京のクンシード 

の所感をのべらる。出席18名。

同ロ交遊本位の淺草クンシードの外に運動 

本位の淺草エス命 CAsakusa Esperanto-Soci
eto） 创立と 決定。 6月5日發會式擧行。

五十嵐正巳氏を迎へて淺草クンシード 

右丈り〔前列〕笠松,新津，五十於, 
中村〔後列〕石黑（喜工渡邊,石黑, 
多羅尾,大橋;塚田。

橫濱
★橫濱エス協會----- Verda Jupitero
——木!®例會。4月16日水谷氏

Originala VerkaroをよんでZをしのぶ。新

川氏東京第六高女のエスクラス見學談。出席 

13名。4 B 23日エス語と國語國字問題を

中心に語る。13名。4 H 30日委員命。6名。 

5月7日由命話。口名。5 n14日自由會 

話。9名。

◊ YMしA Esp.-Grupo 適例會4¢ 火曜19-21 
時。前牛は中等硏究會。用書エゾーポ。佐久間 

氏指導。後半は和文エス譯硏究。尙屮等硏究 

曲は毎金曜【Iも19-20時迄行ふ。出席兩方 

とも56名。月半上り槌濱英語學校で初溝を 

開講の豫定。

◊Rondo Amikino------每木曜19時メッ七ン

ジャーボーイ事務所階上で〇用書Historio de 
la Lingvo Esp,出席 4-5 名〇 

彳山芦 ★仙靈エス會---仙織エス會の應援
仙聿をえて5月8日（金）より6月 

8 〇 CJDまで每月,金19時より2時間。 

VMCA階上にて初等講習。費1圓。參加者 

33名。（内s-ino1名。fino 2名）〇今囘は 

立看板1枚，ビラ16枚チラシ2,000枚を用 

盘し宣傳の主力を書店圖書館等においた關係 

上講習生は粒揃ひ。

减「百 ★盛岡エス禽 •〇例會・3 JJ 25日 
備"U 5名。珍客山形から矢部氏丸繙から 

松本日宗氏。◊ 4月1B 2名。〇4“ 8日 

初等講習に就て具體的協議。費80錢。會期 

4月24 H-6 fi 39日迄每火金曜後7時用

書短期講習書。井川醫院にて。訓帥松木氏。 

〇4 ）J15 U 5名。辭習會の灌備ビラ書き 

に大童• 〇4月22 0 ?名。仙慕の菅原氏 

を迎へたが講習の灌诩に多忙にて充分話合ふ 

ことできず遺憾。講習會に主力をそそぐため 

會期中水礙例會を中止。〇 24日よりの講習 

は巾込者19名C內婦人3名）。髙農と圈聊 

の學生が斷然多く自然敎授法にも影響。命の 

锄手をつくりたいと全夸員協力中。

Hめ ★札幌エス會ーー・月22日聯盟會 
札睨 報編輯協議。◊ 23门相澤浪越兩氏 

旭川エス會副會長武田诚勢氏と大诃につき協 

議。〇 24 I］相澤,氏,花田，藤本,田上，東, 

櫻井,前田の諸氏訪問。◊ 5月5日木村氏 

宅で相談會。〇!3日相澤氏宅に集合。エノ、 
ガキスタンプ封緘祇等につき相談。◊ 20 ロ 

相澤氏宅に集合。初悸講習會を兼ぬ。

苫小牧
★苫小牧工業學校同窓生エス會

——は苫小牧町本町43對馬方村 

山自助氣付に變更。

一叫严 ★學會帶廣支部——4 fi 7日開講以 
価坎 來大成功を收めてゐる初悸講爸會終 

7〇引續いて中等講習に移る筈。受講者16名 

は謝恩會を兼ねて謎師佐藤松男氏のため千秋 

庵で5月26日「エス」誌!ffi:讀者10名に及 

び新進同志の躍進は口醒ましい。會長宅の例 

命は順調にすすみ输讀を中止し長谷川守氏を 

講師として大會灌儒のため狂烈な會話の練習 

を行ってゐる。出席者每何?-8名。

タ十启を名古屋エス畲——1）J19日7時 
笛口座 54分名古屋驛著來訪の學會監界诉 

水勝雄氏を山田竹中兩氏で出迎へた。JJ 
21日淸水勝雄氏低迎會・（聯盟主催）につき輪讀 

命中止。◊ 4月27日大阪川崎直一氏來訪。
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◊ 5月3 □北勢エス聯盤訪問と四□市博覽 

會見學の日歸り旅行を催す。古い四日市エス 

會と新しい桑名エス會・共にviglaな三重縣の 

會である。この兩伶の熱心な會員逹の歡迎を 

うけ快晴の春の一日を愉快に過すことが出來 

た。＜〇5月4日大阪の里吉章時氏來訪。◊毎週 

火曜Hの夜白木方で輪讀會を續けてゐる。）\\ 

書イヴンの馬鹿。出席者は3名乃至6名。 

◊每月8 Hの夜一宮市の初講指導のため竹屮 

氏派遣。
★名古屋ルーマ•エス・クンシード----4 JJ26
ロ春季ekskursoを多度山近郊へもつ。10名

參加桑名麟にて出迎へ四口市桑名エス會員6 
名”參加を得て最も有意報な催となった。◊ 

5月開催に決定ろ初等講習诃は都合により秋 

迄延期と決定。◊新に顧問として名贩社水野 

淳二氏を迎へ,愈々本格的な運動方針を樹て 

る事に灌備中。◊毎週火,金例會とし火曜日 

は東新町サンバウロに於て會話會,マヨール 

氏の出席を得て平均7名出席。金曜「Iは用書 

Heroeca Junulo噓讀並に初等講習績講每時 

平均14-4名の好成績がある。

ぎタ ★桑名エス會一◊初等講習を4 JJ
桑』 1Hより29日迄每月水金19時より 

21峙半迄。四【I市福田正男氏指導の上に五 

片氏宅にてもつ。12名參加。每囘出席平均 

14-5名。1名の落伍者なく終了。5月2日 

茶話命をひらく。C初等講習を5月9日よ 

り每土曜 Fri vat の Kursa Lernolibro をテ 

キストとして加藤氏を中心に第2囘をもつ。 

◊例命 4 JJ 5 ロ,6 乞。19 口,3 名。5/J 
3 H, 7名。◊囘覽雜誌第1卷第4號發行。 

〇4月26日及び5月3日名古屋よりの來 

訪あり。（名古屋の報導參照されたし;）。

右如 ★京都エス聯翌——^4月17日阪 
爪別） 神津の同志によびかけて嵐山御室へ 

ヒ•クニーコを行ふ。神戶より宮本氏外1名參 

加。大津よリ中野氏。一同20名新綠の嵐山 

御室を見て愉快にすごす。夜神戶の同志をか 

心に有志の晚軽命をもつ。〇5 JJ15日夜7時 

より四條大宮新京阪食堂別室で例命をもつ。 

特に古い同志樱田博士の厚意で同氏の總驗談 

をきく。赤口1氏司會18名出席。歸鄕中の田 

代氏が自慢の寫匝機をもって出席。流麗な工 

ス語で數々のニュースをきく〇〇5 n 8 ロ 

聯盟貝西村氏木下氏のkorespondanto がた 

またまケンブ氏C京都滞在中）の友人だった 

ので口獨文化會館にて演奏中の同氏訪問エス 

語の宣傅をなす。

丿ア厂 ★新星會——每土曜19時より“A】 
人助: Torento n鑑賞硏究。5丿］中に終る 

豫定〇 6月より"Homoj sur la Tero ”月例 

會每20日夕樱橋農園フルーツ•パーラー 2階 

にて。5月17 II遠足9.30時天六新京阪前 

に集合OESと合流參加者14名糜躅滿開の 

千里山花壇にて遊びそれより山路をBK千 

里放送所に向ひ同所の同志數人の歡迎を受け 

美しい庭園の芝生に坐して畫食;記念拥彫,所 

內同;占;佐藪橋FH兩氏の好意によリ見學4.30時 

下山。

袖口 *永文堂□ ＞ドーー第1日曜茶話會 
，h1 第2日曜講讀作文。笫3日嘰會話。 

講演。第4日曜講讀文法。第5 FI曜會話作 

文〇 敎材 Z 讀本〇 Kompleta Gramatiko. R. 
〇.等。出席者6-?名。◊第2囘初尊講習 

——5 J16日より早朝5時半より7時。1 
名。月19 H （火）俳句會。當ロンドは 

最近近くへ移轉された國際文通協會の岡部須 

美雄氏の熱心な助力に上って漸次隆盛に赴か 

んとして居る。又4月28日（火・）には來 

神中の別府の同志武田信義氏が出席され愉快 

な會だった。
甲 ★吳エス會移轉ーー新住所吳市北迫
八 町57の3矢野泰方

押冈 ★學會福岡支部例會——ひ2月14||
B d 第13冋九州大會を招待する茅を決 

議6名。の3乃13日大會開催決定に付。諸 

準備打合。7名。の4 /J15日。大會の最後 

的打合8名。ひ5月9日舊會員城內忠一郞 

氏來福を機に歡迎會を催し,朝鮮に於ける浬 

動の現狀の話,其他懇談を交へた。◊ 5 JJ 
15日19時,新會員を迎へたので一通り口 

己紹介の後堀內幹事より九州大會の命計報吿 

・並に餘無1金處分案を提出說明あり原案通り 

可決,後今後の運動方針その他につき懇談を 

交へ21時半散會。8名。以む何れも會埸は 

橋口町風洲屋。）

★隹高エス倉----- 時中斷の形であった福高

エス會は今次九州大會を機に先輩同志の努力
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により再び活動を開始,4月より毎適月水ニ 

囘先輦九人學主川關,福高大島兩君指導の下 

に講習を續けてゐる。會員!5名。

爪坯泯 ★久留米エス會移轉—上田九十 
人山ネ 九氏上京の◎當分の間西町1474 Hi 
市眞藪方へ移轉,

名田r ★飯塚エス會ーー長崎より福岡訪問 
职软中の佐藤靜チ姉より入電あり10「1 
17時姉を迎へ片山姉宅にて小茶話會をもつ。 

翌11日高尼山公園炭坑測候所等見學。17時 

歸崎さる。◊同志山屮老は去る4月2 口 4 
時奇禍にて負傷入院さる。◊高取姉は飯塚高 

女を辭されて御結婚準儒中。

鐵道とエス

聯盟本韶 機關誌しa Fervojistoは新年號以・ 

來新味を加へ發行されて居る。術語集〔先づ 

車輛術語）エス文鐵道Novaĵoを連載して 

ゐる。

東京初等講を會4月27 ロより月水金 

の午後5時より1咗間宛丸の內鐵道俱樂部で 

開いてゐる。講肺は高橋菊藏氏，23名の申 

込の中每囘17, 8名出席。硏究會 每木曜。 

用:書はザメン亦フ演說集。出席8名。Stela K. 
4月は18 ロ午後1時より開く。出席はFER 
の幹部で髙橋,矢島,林,鶴田,安蛭，小松 

萬澤の諸君武藏氏は不參にて原槁のみ出され 

た 〇 題は しa p!可 terura sperto en mia vivo. 
興味Tf%の話が相次ぐ。Nova. K.每週木曜午 

後7時よリ9時迄,新猶白十字堂1階。

中央香員會4月21日5時より開催。11 
名出席。協議決定事項,1）札幌のH本大會 

出席者に補助賈を出すこと,2）阈際通信部 

を擴充し各國と鐵逍に關するニュースを和互 

交換すること。

大阪 會話會復活——毎週火曜午後4時半 

より8時迄鐵道クラブで開催,司角者m屮軽 

太郞氏。參考書久保氏エスペラント會話。

札幌 初等購習會——4丿］17日より每火 

金10囘終了。講師は後藤喜六氏他有志。用 

書短期講習書。申込15名か盛況。ザ馆士追 

悼會4丿］14日集會を開く。1?名出席,有 

怠義な夕であった。

仙姦SESに協力して5月8日より開催 

の初尊講習會に鐵道よりも多數受講者募集の 

見込。

郡山 每遍金曜鐵道クラブに例窃を開く。 

日本お伽噺の雜講をなす。

吹田4 JJ15 □より每週火木曜5時より

9時まで懿習會を開く 〇用書はエスペラント 

童話讀本。6時から6時半迄は會話練習。受 

講者8名。

新聞雜誌とエス語

★豪灣新聞（5月2日）——女子親米使節の 

花形孃と題して磯部幸子孃の渡米紹介記茅。

★童灣新民報C5 ）1 3日夕刊）同上記が。

★東京朝日新聞C5刀24日）米國へ女性使 

節として磯部孃の全米エスペラベト大會Cデ 

トロイト市一7 n1,2,3 U）出席を紹介。

★大阪朝口新聞C5 n 24日一"國際親善 

は私らで”若い女性二人がアメリカ行き---

の見出しで磯部孃を紹介。

★大阪朝日新聞（5 ）\ 25 ロ三更版?——いと 

ものんびりマニラへの旅として林好关氏ん南 

洋方面へのエス語旅行を紹介。

★束京朝II新聞（5时24日）一全世界に 

涯しない行脚を續けてゐるベルギーの奇人マ 

ラン氏の記雾。

★中外商業新報C5 ）］ 8日 一磯部幸アさ 

んのお父さん愉一郎氏の健脚振りを範!淇入り 

で紹介,エスにふれてゐる。

★富山タイムスC5月27日）----エス誌に閱

する名士の囘答8を揭載。

★新聞之新聞C5月14 —「ラ•レヴォ•

オリエンタ」記念特輯號發行を紹介。

★東京【1［1新聞（5 H16 Hニュース籠）一 

□父觀測とエスペラントの見出で大會のエス 

語を公用話たらしむる努力を紹介。

★名古屋新聞¢4 JJ 21日----名古屋・ルー

マ•クンシードの講習會の計畫を發表。

★名古屋新聞（5月22ロ ——同上講習例會。 

★岐阜新聞（5 JJ 22 H） —一來枝した國際 

人マラン氏を紹介〇

★鐵道靑年Ĉ5 H號—「車中で永山拓相と

語る」——矢必英男氏。

★大牟田每日新聞C5月27 ID——大牟田, 

熊本エス會ビクニックの豫吿記事。

★福岡日日新聞C5 n 27 I-Dーー同上 

★九州日報¢5月27 HĴ—同上

女大牟E時茅新聞C5 }\ 2?日 ——同上

★九州日日新聞（5 JJ 27
★熊本筑後新聞C5 B 27
★西海每口新聞¢5 J127
★脛筑每日新HI C5月27

H>
U>

日〉

同上 

同上 

同E 
同上

★新敎育硏究（新敎育協會機關誌）5月號。人工 

語の敎疔的意義とその實績一新川正一氏。

國語淨化試驗一煎山龜代司氏。
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エスペラント運動後援會報吿

第2囘幹事會は5 16日午後2時から

JE!事務室に於て開かれだ。出席者は小坂狷 

二,三石五六,久保貞次郞,仙藤巳酉三,大 

木克巳,原田三馬，酒井鼎,高橋舉及び學會 

事務部から岡本好次及び三宅史平の睹氏。外 

に僉员松本健一氏傍聽。

小坂氏を議長として議爭に入った。先づ會 

員から提出された意見が報吿された。會員提 

出の意見を要約すると次の通りである。

◎進腔靜太郎氏（大阪;）——會刖第四條を「後 

援會事業報吿の刷物を貰ひたいものは寄附金 

以外にハ冏を拂ふことができる」意に改める 

こと。

◎白木欽松氏（名古屋）一大學や些F*J學校の 

入學者發表に際して洋服屋のやうに働きかけ 

よ〇

◎【ロロ龍堆氏C神戶）——Cl）東京に大講演會 

を開いて氣勢をあげよ。C2）各地方へ特使を 

派遗せよ。

◎浸田勇吉氏（耋北:）——學校方而に於ける運 

動に茹;點をおけ。

◎野知里慶助氏C三?R）—「十□間獨習」とい 

ふやうな簡易な织習書を發行して無料配付せ 

よ。

◎川上虎男氏（大連）——CDエスペラント飜 

課に對して補助金を出せ。C2）展覽會を催せ。 

¢3）興味をひくやうなパンフレットを出せ。 

C4）全國の書店に圖書を委托せよ。

以上諸氏の捉案は本II Q豫算編成について 

參考に供し，尙今後具體的序菜計畫に際して 

徘議，實現をはかることに決定。但し進腔氏 

の會則變更に關する提議は否決となった。

本门の幹事會で不年度の豫第を次のやうに 

こしらへた。但し本年は本會成立初年度のこ 

とでもあり，また豫算編成について參考とな 

るべき種々の資料の調査も不十分であるため 

この豫算は大體の口安として編まれたもので 

嚴密にこの豫算通りに實行するとは限らな 

い。今後が業の具«5的遂行にしたがって多少 

の變更を見ることあるべきを御承知おき願ひ 

ます。この豫算振當てについても御意見のあ 

る方は幹事會に御進言下さい。

1936年度槪略豫算（單位:圓）

Cl) 新聞雜誌へみニュース提供費 100
(2) 新聞鏗誌への廣吿費 150
C3) 展覽會材料整備費 100
C4) ビラ,バンフレット作成費 3C0

C5) 普及講演命補助金 50
C6) 特使派遣費 70
C7) 講師派遗费 50
C8) 座談會等特別會合寶 60
C9) 名士訪問費 100
CIO) その他の普及運動費 60
cm 事務費 160
(12) 通信費その他の雜寶 100

- 計1,330
以上の豫算による事業の實行については, 

m JEI事務部に委任。（2）三石,原田,高 

橋の三幹事が特に硏究する。C3）矢洛幹节が 

主として任ずる。く4）久保幹事主任。C5）三 

石幹*主任。普及講演會補助金は一口五風と 

し,地方會からなるべく ーケ□前に，開く日 

時,塌所，講演者名を書いて巾込むこと，申 

込みにより幹事會の査定によって補助金を交 

付する。講演會を開く探には地方新聞に記事 

を書カ、せるように努力し，開泄後，來聽者數 

及び景況，新聞記爭切拔を送ってもらひたい。 

其他の项は今後協議。次の韩富命は6JJ20H。

會則第四條について

本會•々則第四條について誤解されてゐ 

られる力もあるやうですから一言御注意 

までに中しあげます。----

元來本後援會は，般近轉機を劃して顿 

にもり上ってきたエスペラント運動が資 

金不足のために思ふやうな活動ができな 

い憾みのあるのに對して，それめ運動資 

金を調達する趣旨の下に生れたものであ 

って,卽ちエスペラント普及運動の財的 

力面を受持つものであります。運動の實 

踐にあたる人的方面は勿論一般にエスペ 

ランチストに俟たねばならぬわけであっ 

て，普及運動の機關たるJEIならびに 

エスペランチストたる後援會貝一同は， 

後援を・の成立によって運動の義務から解 

放されたと考へるのは大きな誤リであり 

ます。否むしろこの際一層活潑に我等Q 

戰ひをすすめていただかなければなりま 

せん。從って後援會の茅業計畫作成に對 

しては計畫委員ばかりでなく,一般會員 

も各自の運動經驗から得られた適切な案 

を進言せられて,幹事內に協力を吝まれ 

ないやうお願ひする次第であります。
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LA REVUO ORIENTA 舊號合本
! KOLEKTO完備絕好の機會•再び來ない!

!! 一日ためらって悔を一生にのこすな门
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1926年,27年，34年は賈切れ
1925年，28年,29年，30年，35年は殘部更めて僅少につき特價なし。 

定價3團50錢・送料14錢・御註文に先って在否御照會を乞ふ。先着順

バラは一部2〇錢・送料2錢・御註文に先って御入用號數明記御照會あれ

「エスペラント 舊號合本
贈答用に最好適

1933年，1934年,1935年一いづれも綠色クロース裝，背

金文字入・定價各3圓•特價 70錢•送料!4錢

バラは一部特價10錢・送料5厘

エスベラント宣傳用書

國語の擁護を論じて國際語に及ぶ
エスペラントを學びはじめた者に,エスペラントに興妹を持つ者に，エ 

スペラントに反對する者に，エスペラントに無關心な者に,そして工 

スペラントを學びながら,まだ本書を讀まないものに,要するにすべて 

の人に本書を行きわたらせよ!!!

鏑

一部20錢・送料2錢・特價15錢•送料2錢 

五部以上一時註文の際は一部14錢C送料〃要） 
十部以上一時註文の際は一部12

東京本鄕 

兀町・ 一
歎日本エスペラント學會蠶牘膠嚼
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・硏究書・

スピリドイッチ•言語學ミ國際語價70錢•特價的錢・送料6錢
ドレーゼン•世界語の歷史1圓半•1圖20邕・

Clark： INTERNA! ION AL LANGUAGE G0 谴。4 5錢，
戍際落の過去•現在。將來を邀くエスペラント迅あ家必说の名轻

8錢
6錢

Varankin : TEORIO DE ESPERANTO
1mi G0錢・特價1画20錢•送料4錢

エスペラントを區折搭の理沉で理論した硏究家必勰書

・よみもの・

石原榮三郞:ヴェルダ・カル ト 定價1圓•特價ル殘・送料4錢 

五十年突の祉會・そこではエスペラントが用ゐ吟れる

有島武郞:悄:しみなく愛は奪ふ 75錢• 8錢・ 4錢

文豪の愛と人生に對する思索•譯は名高い故東宮熬逹氏

PER BALONO AL LA POLUSO « 同。 3 卧 21錢
氣球に乘っこ死の北販行・大自然と闘ひ敗れた人間の缜い記徐 

珍奇な爲更數I・第を入れた貴祇な文獣•續物としても:典叮津々

VOJO RETURNE 上4冏5）錢・3 H 50錢• 21縫 
並3 M 2〇錢・ 2间80錢・21錢

「曲耳・戰線」のルマルクの第二作「その後に來るもの」

STRANGA I1ERELUĴO 上2圓40錢・2囿 ・1〇錢
並1g 80錢・1岡50錢• 8錢

原作界の雄しuykenの傑作•格想雄大

・辭 典・

Wiistcr: ENZIKLOPADISCHES WORTERBŬCH 
エスペラント宦大の辭典•エス獨N科剤典・I—II—III 一 IV （KORN 〇まで） 

定價各15圆•各5部限??债6画•送料!5錢 
四册一時拂22闔・送料33錢

朿京木鄕 
尤町・ 一 K日本エスペラント學會蠶魏曲路薯
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アンデルセン: 

アアルグレ“： 

ストリンドベリ 

イブセン: 

童話二篇 

短篇小說 

良心の苛責 

幽 靈

旣刊文藝讀本

小堀聊二：スラヴ篇

價25錢•送料2錢

川崎1«-:フランス篇

m 25錢•送料2錢

三宅史卩:沙絵悲劇爲

價30錢・送料2錢

附:アンデルセンとザメンホフ

スカンヂナビア半代とデンマノレクの大 

作家四人の傑作をあつめ,エスペラン 

トを通じての北歐文學鑑賞の入門たら 

しめた。

アンデノレセンの童話は子供のための物 

語たるにとどまらず大人にも亦考へる 

ものを與へてゐる。

アアノレグレンは近代スウェデンの女流 

作家，女性のために鬪ったこの作家の 

乙乙に收められたものは，貧しいもの 

に與へる溫い微笑。

ストリンドベリは近代スカンヂナ文學 

の最巨峰,リアリズムの驍將として輝 

く人。

イフ•センは近代劇の父であり,トノレス 

トイと並んで,十九世紀に君臨した文 

豪。厂幽靈」は厂人形の家」とともに 

その代表作

さらに附錄厂アンデノレセンとザメンホ 

フ」はザメンホフ硏究に一新面を拓く 

論文（和文）堂々二十ペイデ。エスペ 

ランチスト必讀の文字。

東京市本鄕 

元町一丁目 瞰!日本エスペラント學會 鯛劉話SI


